JP 2016‑153975 A 2016.8.25

(57)【要約】
【課題】従来、商標権の侵害を効率的に検知するための
支援ができなかった。
【解決手段】標章に関する情報である標章関連情報を受
け付ける受付部と、標章関連情報を用いて、標章に類似
する１以上の類似標章を生成する類似標章生成部と、１
以上の類似標章を出力する類似標章出力部と、１以上の
類似標章をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ
検索部と、Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害
に関する情報である侵害情報を取得する侵害情報取得部
と、侵害情報を出力する侵害情報出力部とを具備する情
報処理装置により、商標権の侵害を効率的に検知するた
めの支援ができる。
【選択図】図１

10

(2)

JP 2016‑153975 A 2016.8.25

【特許請求の範囲】
【請求項１】
標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、
前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生
成部と、
前記１以上の類似標章を出力する類似標章出力部とを具備する情報処理装置。
【請求項２】
前記１以上の類似標章をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、
前記Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に関する情報である侵害情報を取得する
侵害情報取得部と、
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前記侵害情報を出力する侵害情報出力部とをさらに具備する請求項１記載の情報処理装置
。
【請求項３】
前記類似標章生成部は、
１以上のルールを格納しているルール格納手段と、
前記標章関連情報を用いて、前記１以上のルールを適用し、前記標章に類似する１以上の
類似標章を生成する類似標章生成手段とを具備する請求項１または請求項２記載の情報処
理装置。
【請求項４】
前記類似標章生成部は、
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前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の称呼を取得する称呼取得手段と
、
前記称呼取得手段が取得した１以上の各称呼から、１以上の漢字からなる１以上の標章、
または１以上のアルファベットからなる１以上の標章、漢字とアルファベットとカタナカ
とひらがなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文字列からなる１以上の標章、または
１以上の漢字からなる１以上の標章と１以上のアルファベットからなる１以上の標章と１
以上の混合文字列からなる１以上の標章のうちの２種類以上の類似標章を取得する類似標
章生成手段とを具備する請求項１または請求項２記載の情報処理装置。
【請求項５】
前記類似標章生成部は、
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１以上のルールを格納しているルール格納手段をさらに具備し、
前記類似標章生成手段は、
前記標章関連情報を用いて、前記１以上のルールを適用し、前記標章に類似する１以上の
類似標章を生成する請求項４記載の情報処理装置。
【請求項６】
前記標章関連情報は、称呼であり、
前記類似標章生成部は、
前記称呼を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する請求項１から請求項
５いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項７】
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前記類似標章生成部が生成した１以上の類似標章のうち、予め決められた条件に合致する
１以上の標章を削除する不適切標章削除部をさらに具備し、
前記類似標章出力部は、
前記不適切標章削除部が１以上の標章を削除した結果、残った１以上の各標章を出力する
請求項１から請求項６いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
前記類似標章生成部は、
前記称呼取得手段が取得した１以上の各称呼のうち、予め決められた条件に合致する１以
上の称呼を削除する不適切称呼削除手段をさらに具備し、
前記類似標章生成手段は、
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前記不適切称呼削除手段が１以上の称呼を削除した結果、残った１以上の各称呼から、１
以上の漢字からなる１以上の標章、または１以上のアルファベットからなる１以上の標章
、漢字とアルファベットとカタナカとひらがなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文
字列からなる１以上の標章、または１以上の漢字からなる１以上の標章と１以上のアルフ
ァベットからなる１以上の標章と１以上の混合文字列からなる１以上の標章のうちの２種
類以上の類似標章を取得する請求項４または請求項５記載の情報処理装置。
【請求項９】
前記受付部は、
指定商品または指定役務に関連する商品関連情報をも受け付け、
前記Ｗｅｂ検索部は、
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前記類似標章生成部が生成した１以上の各類似標章、および前記商品関連情報をキーとし
てＷｅｂ検索を行う請求項２から請求項８いずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１０】
標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、前記標章関連情報を用いて
、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生成部と、前記１以上の類似
標章を蓄積する類似標章出力部とを具備する情報処理装置が蓄積した１以上の各類似標章
をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、
前記Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に関する情報である侵害情報を取得する
侵害情報取得部と、
前記侵害情報を出力する侵害情報出力部とを具備する侵害検知装置。
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【請求項１１】
受付部、類似標章生成部、および類似標章出力部により実現される情報処理方法であって
、
前記受付部が、標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付ステップと、
前記類似標章生成部が、前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標
章を生成する類似標章生成ステップと、
前記類似標章出力部が、前記１以上の類似標章を出力する類似標章出力ステップとを具備
する情報処理方法。
【請求項１２】
Ｗｅｂ検索部、侵害情報取得部、および侵害情報出力部により実現される情報処理方法で
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あって、
前記Ｗｅｂ検索部が、標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、前記
標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生成部
と、前記１以上の類似標章を蓄積する類似標章出力部とを具備する情報処理装置が蓄積し
た１以上の各類似標章をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索ステップと、
前記侵害情報取得部が、前記Ｗｅｂ検索ステップにおける検索結果を用いて、商標侵害に
関する情報である侵害情報を取得する侵害情報取得ステップと、
前記侵害情報出力部が、前記侵害情報を出力する侵害情報出力ステップとを具備する情報
処理方法。
【請求項１３】
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コンピュータを、
標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、
前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生
成部と、
前記１以上の類似標章を出力する類似標章出力部として機能させるためのプログラム。
【請求項１４】
コンピュータを、
標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、前記標章関連情報を用いて
、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生成部と、前記１以上の類似
標章を蓄積する類似標章出力部とを具備する情報処理装置が蓄積した１以上の各類似標章
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をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、
前記Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に関する情報である侵害情報を取得する
侵害情報取得部と、
前記侵害情報を出力する侵害情報出力部として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、標章関連情報を受け付け、標章関連情報が示す標章に類似する１以上の標章
を生成する情報処理装置等に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
従来、クライアントサーバシステムにおいて知的所有権種目の侵害を発見し報告する方
法及びシステムがあった（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特表２００５−５１８６０８号公報（第１頁、第１図等）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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しかしながら、従来技術においては、商標権の侵害を効率的に検知するための支援がで
きなかった。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
本第一の発明の情報処理装置は、標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受
付部と、標章関連情報を用いて、標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生
成部と、１以上の類似標章を出力する類似標章出力部とを具備する情報処理装置である。
【０００６】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【０００７】
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また、本第二の発明の情報処理装置は、第一の発明に対して、１以上の類似標章をキー
として用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商
標侵害に関する情報である侵害情報を取得する侵害情報取得部と、侵害情報を出力する侵
害情報出力部とをさらに具備する情報処理装置である。
【０００８】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【０００９】
また、本第三の発明の情報処理装置は、第一または第二の発明に対して、類似標章生成
部は、１以上のルールを格納しているルール格納手段と、標章関連情報を用いて、１以上
のルールを適用し、標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生成手段とを具
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備する情報処理装置である。
【００１０】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【００１１】
また、本第四の発明の情報処理装置は、第一または第二の発明に対して、類似標章生成
部は、標章関連情報を用いて、標章に類似する１以上の称呼を取得する称呼取得手段と、
称呼取得手段が取得した１以上の各称呼から、１以上の漢字からなる１以上の標章、また
は１以上のアルファベットからなる１以上の標章、漢字とアルファベットとカタナカとひ
らがなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文字列からなる１以上の標章、または１以
上の漢字からなる１以上の標章と１以上のアルファベットからなる１以上の標章と１以上
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の混合文字列からなる１以上の標章のうちの２種類以上の類似標章を取得する類似標章生
成手段とを具備する情報処理装置である。
【００１２】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【００１３】
また、本第五の発明の情報処理装置は、第四の発明に対して、類似標章生成部は、１以
上のルールを格納しているルール格納手段をさらに具備し、類似標章生成手段は、標章関
連情報を用いて、１以上のルールを適用し、標章に類似する１以上の類似標章を生成する
情報処理装置である。
【００１４】
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かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【００１５】
また、本第六の発明の情報処理装置は、第一から第五いずれか１つの発明に対して、標
章関連情報は、称呼であり、類似標章生成部は、称呼を用いて、標章に類似する１以上の
類似標章を生成する情報処理装置である。
【００１６】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【００１７】
また、本第七の発明の情報処理装置は、第一から第六いずれか１つの発明に対して、類
似標章生成部が生成した１以上の類似標章のうち、予め決められた条件に合致する１以上
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の標章を削除する不適切標章削除部をさらに具備し、類似標章出力部は、不適切標章削除
部が１以上の標章を削除した結果、残った１以上の各標章を出力する情報処理装置である
。
【００１８】
かかる構成により、商標権の侵害をさらに効率的に検知するための支援ができる。
【００１９】
また、本第八の発明の情報処理装置は、第四または第五の発明に対して、類似標章生成
部は、称呼取得手段が取得した１以上の各称呼のうち、予め決められた条件に合致する１
以上の称呼を削除する不適切称呼削除手段をさらに具備し、類似標章生成手段は、不適切
称呼削除手段が１以上の称呼を削除した結果、残った１以上の各称呼から、１以上の漢字
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からなる１以上の標章、または１以上のアルファベットからなる１以上の標章、漢字とア
ルファベットとカタナカとひらがなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文字列からな
る１以上の標章、または１以上の漢字からなる１以上の標章と１以上のアルファベットか
らなる１以上の標章と１以上の混合文字列からなる１以上の標章のうちの２種類以上の類
似標章を取得する情報処理装置である。
【００２０】
かかる構成により、商標権の侵害をさらに効率的に検知するための支援ができる。
【００２１】
また、本第九の発明の情報処理装置は、第二から第八いずれか１つの発明に対して、受
付部は、指定商品または指定役務に関連する商品関連情報をも受け付け、Ｗｅｂ検索部は
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、類似標章生成部が生成した１以上の各類似標章、および商品関連情報をキーとしてＷｅ
ｂ検索を行う情報処理装置である。
【００２２】
かかる構成により、商標権の侵害を精度高く検知するための支援ができる。
【００２３】
また、本第十の発明の侵害検知装置は、標章に関する情報である標章関連情報を受け付
ける受付部と、標章関連情報を用いて、標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似
標章生成部と、１以上の類似標章を蓄積する類似標章出力部とを具備する情報処理装置が
蓄積した１以上の各類似標章をキーとして用いて、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、Ｗ
ｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に関する情報である侵害情報を取得する侵害情
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報取得部と、侵害情報を出力する侵害情報出力部とを具備する侵害検知装置である。
【００２４】
かかる構成により、商標権の侵害を効率的に検知するための支援ができる。
【発明の効果】
【００２５】
本発明による情報処理装置によれば、商標権の侵害等を効率的に検知するための支援が
できる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施の形態１における情報処理装置１のブロック図
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【図２】同情報処理装置１の動作について説明するフローチャート
【図３】同類似標章生成処理の第一の例について説明するフローチャート
【図４】同称呼取得処理について説明するフローチャート
【図５】同漢字類似標章生成処理について説明するフローチャート
【図６】同漢字取得処理について説明するフローチャート
【図７】同アルファベット類似標章生成処理について説明するフローチャート
【図８】同検索処理について説明するフローチャート
【図９】同侵害情報取得処理について説明するフローチャート
【図１０】同類似標章生成処理の第二の例につい説明するフローチャート
【図１１】同類似標章生成処理の第三の例について説明するフローチャート
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【図１２】同侵害情報の出力例を示す図
【図１３】実施の形態２における情報処理システム２の概念図
【図１４】同情報処理システム２のブロック図
【図１５】同情報処理装置２１の動作について説明するフローチャート
【図１６】同侵害検知装置２２の動作について説明するフローチャート
【図１７】上記実施の形態におけるコンピュータシステムの概観図
【図１８】同コンピュータシステムのブロック図
【発明を実施するための形態】
【００２７】
以下、情報処理装置等の実施形態について図面を参照して説明する。なお、実施の形態
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において同じ符号を付した構成要素は同様の動作を行うので、再度の説明を省略する場合
がある。
【００２８】
（実施の形態１）
本実施の形態において、標章に関する情報である標章関連情報を受け付け、標章関連情
報が示す標章に類似する１以上の類似標章を生成する情報処理装置について説明する。
【００２９】
また、本実施の形態において、生成された１以上の類似標章をキーとしてＷｅｂ検索し
、検索結果に関する情報を出力する情報処理装置について説明する。
【００３０】
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図１は、本実施の形態における情報処理装置１のブロック図である。
【００３１】
情報処理装置１は、格納部１１、受付部１２、処理部１３、および出力部１４を備える
。
【００３２】
処理部１３は、類似標章生成部１３１、不適切標章削除部１３２、Ｗｅｂ検索部１３３
、および侵害情報取得部１３４を備える。
【００３３】
類似標章生成部１３１は、ルール格納手段１３１１、称呼取得手段１３１２、不適切
称呼削除手段１３１３、および類似標章生成手段１３１４を備える。
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【００３４】
出力部１４は、類似標章出力部１４１、および侵害情報出力部１４２を備える。
【００３５】
格納部１１は、各種の情報を格納し得る。各種の情報とは、例えば、類似標章生成部１
３１が類似標章を生成するために使用する辞書、不適切標章削除部１３２が不適切な標章
を削除するためのルールや辞書やモデル、類似群コードに対応する１以上の商品名、また
は類似群コードに対応する１以上の役務名等である。
【００３６】
格納部１１は、例えば、漢字辞書、アルファベット辞書、英単語辞書、中国語単語辞書
、用語辞書、言語モデル、音響モデル、置換文字辞書、置換用語辞書、ブラックリストル
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ール等を格納し得る。漢字辞書とは、漢字と読みとを対に有する１以上の漢字情報を有す
る。アルファベット辞書とは、アルファベットと読みとを対に有する１以上のアルファベ
ット情報を有する。英単語辞書とは、英単語とその読みとを対に有する１以上の英単語情
報を有する。中国語単語辞書とは、中国語単語とその読みとを対に有する１以上の中国語
単語情報を有する。用語辞書とは、単語等の用語とその読みとを対に有する１以上の用語
情報を有する。言語モデルは、文字の連結と遷移確率を有する状態遷移の情報であり、機
械翻訳等で使用される情報である。音響モデルは、音素の連結と遷移確率を有する状態遷
移の情報であり、音声認識等で使用される情報である。なお、読みは、発音を示す情報で
も良い。また、置換文字辞書とは、類似標章を生成する際に、置換され得る文字の対の集
合である。かかる文字の対は、例えば、（Ｍ，Ｎ）（ｍ，ｎ）（ｂ，ｄ）（あ，ア）（い
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，イ）等である。置換文字辞書は、例えば、称呼類似または外観類似の類似標章を生成す
る際に使用される。また、置換用語辞書とは、類似標章を生成する際に、置換され得る用
語の対の集合である。かかる用語の対は、例えば、（王，キング）（王，ｋｉｎｇ）（王
，ＫＩＮＧ）（本，ブック）（本，ｂｏｏｋ）などである。置換用語辞書は、例えば、概
念類似の類似標章を生成する際に使用される。また、ブラックリストルールとは、標章と
して不適切な文字列を示す情報である。ブラックリストルールは、例えば、「死死」「ん
＊（「ん」で始まる文字列）」などである。
【００３７】
また、各種の情報とは、例えば、１以上の除外ページ識別子である。除外ページ識別子
とは、検索対象から除外する除外ページを識別する情報である。除外ページ識別子は、例
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えば、ＵＲＬである。除外ページ識別子は、例えば、類似標章の検索対象の標章の商標権
を保持している企業の公式ホームページの１以上のＵＲＬである。
【００３８】
また、各種の情報とは、例えば、類似標章生成のために、受け付けられた標章関連情報
に付加すべき文字である１以上の付加文字である。付加文字は、例えば、アルファベット
「ＡからＺ」「ａからｚ」、５０音のひらがな、５０音のカタカナ、漢字等である。
【００３９】
受付部１２は、１または２以上の標章関連情報を受け付ける。標章関連情報は、標章に
関する情報である。標章関連情報は、例えば、登録商標の標章そのもの、登録商標の標章
の称呼、これから出願する標章そのもの、これから出願する標章称呼等である。標章関連
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情報が登録商標等の称呼である場合、カタナカでもひらがなでも良い。なお、標章関連情
報の対象は、通常、登録商標であるが、それ以外でも良い。それ以外とは、出願中の商標
、これから出願する商標等である。また、標章の言語は、英語でも、日本語でも、中国語
でも、ハングル等でも良い。標章の言語は、問わない。
【００４０】
受付部１２は、商品関連情報をも受け付けることは好適である。商品関連情報は、標章
関連情報に対応する商品または役務に関する情報である。商品関連情報は、例えば、指定
商品または指定役務である。また、商品関連情報は、例えば、商品名、役務名、類似群コ
ード等である。
【００４１】
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ここで、受け付けとは、キーボードやマウス、タッチパネルなどの入力デバイスから入
力された情報の受け付け、有線もしくは無線の通信回線を介して送信された情報の受信、
光ディスクや磁気ディスク、半導体メモリなどの記録媒体から読み出された情報の受け付
けなどを含む概念である。
【００４２】
標章関連情報等の入力手段は、キーボードやマウスやメニュー画面によるもの等、何で
も良い。受付部１２は、キーボード等の入力手段のデバイスドライバーや、メニュー画面
の制御ソフトウェア等で実現され得る。
【００４３】
処理部１３は、各種の処理を行う。各種の処理とは、例えば、称呼取得手段１３１２、
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類似標章生成部１３１、不適切標章削除部１３２、Ｗｅｂ検索部１３３、侵害情報取得部
１３４等が行う処理である。各種の処理とは、例えば、受け付けられた類似群コードであ
る商品関連情報と対になる１以上の商品名、または／および役務名を、格納部１１から取
得する処理でも良い。
【００４４】
類似標章生成部１３１は、標章関連情報を用いて、標章関連情報に対応する標章に類似
する１以上の類似標章を生成する。類似標章は、標章関連情報に対応する標章に類似する
標章であることが好適であるが、類似する可能性がある標章であっても良い。また、標章
の類似は、称呼類似、外観類似、観念類似のいずれでも良い。また、標章関連情報に対応
する標章とは、標章関連情報そのものでも良いし、称呼の標章関連情報に対応するに対応
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する標章でも良い。
【００４５】
また、類似標章生成部１３１は、称呼取得手段１３１２が取得した１以上の各称呼を用
いて、標章に類似する１以上の類似標章を生成しても良い。
【００４６】
なお、類似標章生成部１３１が、標章関連情報を用いて、１以上の類似標章を生成する
アルゴリズムは問わない。
【００４７】
類似標章生成部１３１は、例えば、受付部１２が受け付けた標章関連情報の所定の位置
に、予め決められた１以上の各文字を付加して、標章に類似する１以上の類似標章を生成
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する。類似標章生成部１３１は、例えば、受付部１２が受け付けた標章関連情報を構成す
る各１文字（例えば、「Ｍ」）を、当該各１文字に対応する他の文字（例えば、「Ｎ」）
に変更し、標章に類似する１以上の類似標章を生成する。なお、「Ｍ」を「Ｎ」に変更し
た場合、変更前の標章と変更後の標章とは類似する可能性が高いまたは可能性はある、と
言える。なお、ここでの標章の類似とは、称呼類似でも、外観類似でも、観念類似でも良
い。また、類似標章とは、標章に確実に類似することまで必要ではなく、標章に類似する
であろう標章も含むことは好適である。また、所定の位置とは、標章関連情報を構成する
文字列の最初の文字の前、文字列の各文字の間、および文字列の直後でも良いし、標章関
連情報を構成する文字列の直後の位置のみ等でも良い。
【００４８】
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類似標章生成部１３１は、例えば、１以上のルールを用いて類似標章を生成する。また
、類似標章生成部１３１は、例えば、上述したように、類似する文字列の辞書を用いて類
似標章を生成する。文字列の辞書とは、「Ｍ，Ｎ」「Ｄ，Ｇ」など、類似する文字の対応
、「ｉｎｇ，ｉｍｇ」「王，キング」「ｃｕｐ，カップ」など、類似する文字列の対応等
を保持している情報である。
【００４９】
類似標章生成部１３１は、称呼取得手段１３１２が取得した称呼を用いて、標章に類似
する１以上の類似標章を生成する。例えば、類似標章生成部１３１は、称呼取得手段１３
１２が取得した称呼（例えば、カタカナまたはひらがな）に、予め決められた１以上の各
文字（例えば、カタカナまたはひらがな）を付加して、標章に類似する１以上の類似標章
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を生成する。例えば、類似標章生成部１３１は、称呼取得手段１３１２が取得した称呼（
例えば、カタカナまたはひらがな）を構成する各１文字を、当該各１文字に対応する他の
文字（例えば、カタカナまたはひらがな）に変更し、標章に類似する１以上の類似標章を
生成する。
【００５０】
類似標章生成部１３１は、称呼取得手段１３１２が取得した１以上の各称呼を用いて、
標章に類似する１以上の類似標章を生成する。
【００５１】
ルール格納手段１３１１は、１以上のルールを格納している。ここで、ルールとは、類
似標章を生成するためのルールである。ルールは、例えば、商標審査基準の判断項目が好
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適である。ルールは、例えば、「標章を構成する１文字を、母音を共通にする他の１文字
に置き換える」「標章を構成する１文字を、５０音図の同行に属する他の１文字に置き換
える」「標章を構成する１文字が清音である場合、濁音または半濁音に置き換える」「標
章を構成する１文字が濁音である場合、清音または半濁音に置き換える」「標章を構成す
る１文字が半濁音である場合、清音または濁音に置き換える」「標章を構成する１文字が
長音（−）である場合、当該長音を削除する」「標章を構成する１文字が促音である場合
、当該促音を削除する」等である。ただし、商標審査基準の判断項目にないルールでも良
い。判断項目にないルールは、例えば、「標章関連情報が示す標章に、１文字付加する」
、「標章関連情報が示す標章から１文字削除する」「標章関連情報が示す標章の後に、辞
書内の用語を付加する」「標章関連情報が示す標章の前に、辞書内の用語を付加する」等
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である。なお、ルールの内容は問わない。ルールは、類似すると思われる標章を生成でき
るルールであれば良い。
【００５２】
称呼取得手段１３１２は、標章関連情報を用いて、標章に類似する１以上の称呼を取得
する。標章関連情報が漢字列の場合、称呼取得手段１３１２は、漢字辞書を用いて、１以
上の称呼を取得する。標章関連情報がアルファベット列の場合、称呼取得手段１３１２は
、アルファベット辞書を用いて、１以上の称呼を取得する。
【００５３】
称呼取得手段１３１２は、標章関連情報から１以上の称呼を取得する。受け付けられた
標章関連情報が漢字列の場合は、称呼取得手段１３１２は、例えば、当該漢字列が有する
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１以上の各漢字の読みを漢字辞書から取得し、当該読みを連結して、１以上の称呼を取得
する。称呼取得手段１３１２は、複数の漢字からなる漢字列の読みを、格納部１１の用語
辞書から取得しても良い。称呼取得手段１３１２は、例えば、標章関連情報「十三」から
、漢字辞書または用語辞書を用いて、称呼「ジュウサン」「ジュウソウ」「ジュウソー」
を取得する。
【００５４】
また、受け付けられた標章関連情報がアルファベット列の場合は、称呼取得手段１３１
２は、例えば、当該アルファベット列が有する１以上の各アルファベットの読みを格納部
１１のアルファベット辞書から取得し、当該読みを連結して、１以上の称呼を取得する。
また、受け付けられた標章関連情報がアルファベット列の場合は、称呼取得手段１３１２
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は、例えば、格納部１１の英単語辞書から称呼を取得する。称呼取得手段１３１２は、例
えば、標章関連情報「ｄａｔａ」から、称呼「ディーエイティーエイ」「データ」を取得
する。
【００５５】
受け付けられた標章関連情報がカタナカ列の場合は、例えば、称呼取得手段１３１２は
、受付部１２が受け付けたカタナカ列を取得する。
【００５６】
受け付けられた標章関連情報がひらがな列の場合は、例えば、称呼取得手段１３１２は
、格納部１１の置換文字辞書を用いて、当該ひらがな列に対応するカタナカ列を取得する
。称呼取得手段１３１２は、例えば、受け付けられた標章関連情報「あいす」からカタナ
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カ列「アイス」を取得する。
【００５７】
不適切称呼削除手段１３１３は、称呼取得手段１３１２が取得した１以上の各称呼のう
ち、予め決められた条件に合致する１以上の称呼を削除する。
【００５８】
ここで、予め決められた条件とは、例えば、「あり得ない文字の連結または確率が低い
文字の連結を含む称呼」、「確率が少ない文字の連結を含む称呼」などである。
【００５９】
例えば、格納部１１はあり得ない文字の連結または確率が低い文字の連結（例えば、「
ッン」「ンッ」等）の辞書を格納しており、不適切称呼削除手段１３１３は、当該辞書の
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連結を含む称呼（例えば、「アッン」「カンッジ」）を削除する。また、例えば、格納部
１１の音響モデルまたは言語モデルを用いて、確率が少ない文字の連結を含む称呼を削除
する。
【００６０】
類似標章生成手段１３１４は、標章関連情報を用いて、ルール格納手段１３１１の１以
上のルールを適用し、標章に類似する１以上の類似標章を生成する。類似標章生成手段１
３１４の類似標章の生成アルゴリズムは、上述した類似標章生成部１３１の処理であるの
で、詳細な説明は省略する。
【００６１】
類似標章生成手段１３１４は、称呼取得手段１３１２が取得した１以上の各称呼から、

20

１以上の漢字からなる１以上の類似標章、または１以上のアルファベットからなる１以上
の類似標章、漢字とアルファベットとカタナカとひらがなのうちの２種類以上の文字を用
いた混合文字列からなる１以上の類似標章、または１以上の漢字からなる１以上の類似標
章と１以上のアルファベットからなる１以上の類似標章と１以上の混合文字列からなる１
以上の類似標章のうちの２種類以上の類似標章を取得する。
【００６２】
類似標章生成手段１３１４は、不適切称呼削除手段１３１３が１以上の称呼を削除した
結果、残った１以上の各称呼から、１以上の漢字からなる１以上の類似標章、または１以
上のアルファベットからなる１以上の類似標章、漢字とアルファベットとカタナカとひら
がなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文字列からなる１以上の類似標章、または１
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以上の漢字からなる１以上の類似標章と１以上のアルファベットからなる１以上の類似標
章と１以上の混合文字列からなる１以上の類似標章のうちの２種類以上の類似標章を取得
する。
【００６３】
不適切標章削除部１３２は、類似標章生成部１３１が生成した１以上の類似標章のうち
、予め決められた条件に合致する１以上の標章を削除する。
【００６４】
ここで、予め決められた条件とは、例えば、「あり得ない文字の連結または確率が低い
文字の連結を含む標章」、「確率が少ない文字の連結」などである。
【００６５】

40

例えば、格納部１１はあり得ない文字の連結または確率が低い文字の連結（例えば、「
死死」「Ｚｚ」「駄ｍ」等）の辞書を格納しており、不適切標章削除部１３２は、当該辞
書の連結を含む標章を削除する。また、例えば、不適切標章削除部１３２は、格納部１１
の音響モデルまたは言語モデルを用いて、確率が少ない文字の連結を含む標章を削除する
。
【００６６】
Ｗｅｂ検索部１３３は、類似標章生成部１３１が生成した１以上の各類似標章をキーと
して用いて、Ｗｅｂ検索を行う。類似標章をキーするとは、類似標章以外の情報をもキー
としても良い趣旨である。また、キーとは、通常、検索ワードである。
【００６７】
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Ｗｅｂ検索部１３３は、受け付けられた標章関連情報をもキーとして用いて、Ｗｅｂ検
索を行うことは好適である。
【００６８】
また、Ｗｅｂ検索部１３３は、類似標章生成部１３１が生成した１以上の各類似標章、
および商品関連情報をキーとしてＷｅｂ検索を行っても良い。
【００６９】
Ｗｅｂ検索部１３３は、類似標章生成部１３１が生成した１以上の類似標章のうち、不
適切標章削除部１３２が削除した以上の標章を除いて、残った１以上の各類似標章をキー
としてＷｅｂ検索を行うことは好適である。
【００７０】
また、

10

Ｗｅｂ検索部１３３は、類似標章生成部１３１が生成した１以上の類似標章の

うち、不適切標章削除部１３２が削除した以上の標章を除いて、残った１以上の各類似標
章、および商品関連情報をキーとしてＷｅｂ検索を行っても良い。
【００７１】
侵害情報取得部１３４は、Ｗｅｂ検索部１３３の検索結果を用いて、商標侵害に関する
情報である侵害情報を取得する。ここで、侵害情報とは、例えば、ヒットした１以上の類
似標章、ヒットした類似標章とＵＲＬとを含む１以上のＷｅｂ情報、ヒットした件数と類
似標章を含む１以上のＷｅｂ情報などである。
【００７２】
出力部１４は、各種の情報を出力する。各種の情報とは、例えば、１以上の類似標章、

20

侵害情報等である。
【００７３】
ここで、出力とは、ディスプレイへの表示、プロジェクターを用いた投影、プリンタで
の印字、音出力、外部の装置への送信、記録媒体への蓄積、他の処理装置や他のプログラ
ムなどへの処理結果の引渡しなどを含む概念である。
【００７４】
類似標章出力部１４１は、１以上の類似標章を出力する。また、類似標章出力部１４１
は、不適切標章削除部１３２が１以上の標章を削除した結果、残った１以上の各標章を出
力しても良い。ここでの出力とは、通常、記録媒体への蓄積である。ただし、上述した出
力の他の概念でも良い。
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【００７５】
侵害情報出力部１４２は、侵害情報取得部１３４が取得した侵害情報を出力する。侵害
情報の出力態様は問わない。
【００７６】
格納部１１、ルール格納手段１３１１は、不揮発性の記録媒体が好適であるが、揮発性
の記録媒体でも実現可能である。格納部１１等に情報が記憶される過程は問わない。例え
ば、記録媒体を介して情報が格納部１１等で記憶されるようになってもよく、通信回線等
を介して送信された情報が格納部１１等で記憶されるようになってもよく、あるいは、入
力デバイスを介して入力された情報が格納部１１等で記憶されるようになってもよい。
【００７７】
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処理部１３、類似標章生成部１３１、不適切標章削除部１３２、Ｗｅｂ検索部１３３、
侵害情報取得部１３４、類似標章生成手段１３１４、称呼取得手段１３１２、不適切称呼
削除手段１３１３は、通常、ＭＰＵやメモリ等から実現され得る。処理部１３等の処理手
順は、通常、ソフトウェアで実現され、当該ソフトウェアはＲＯＭ等の記録媒体に記録さ
れている。但し、ハードウェア（専用回路）で実現しても良い。
【００７８】
出力部１４、類似標章出力部１４１、侵害情報出力部１４２は、ディスプレイやスピー
カー等の出力デバイスを含むと考えても含まないと考えても良い。出力部１４は、出力デ
バイスのドライバーソフトまたは、出力デバイスのドライバーソフトと出力デバイス等で
実現され得る。
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【００７９】
次に、情報処理装置１の動作について、図２のフローチャートを用いて説明する。
【００８０】
（ステップＳ２０１）受付部１２は、標章関連情報等を受け付けたか否かを判断する。
標章関連情報等を受け付けた場合はステップＳ２０２に行き、標章関連情報等を受け付け
ない場合はステップＳ２０１に戻る。なお、標章関連情報等とは、例えば、標章関連情報
のみ、または標章関連情報と商品関連情報である。
【００８１】
（ステップＳ２０２）類似標章生成部１３１は、ステップＳ２０１で受け付けられた標
章関連情報を用いて、標章に類似する１以上の類似標章を生成する。類似標章生成処理に

10

ついて、図３のフローチャートを用いて説明する。
【００８２】
（ステップＳ２０３）Ｗｅｂ検索部１３３は、ステップＳ２０２で取得された１以上の
類似標章を用いて検索処理を行う。検索処理について、図８のフローチャートを用いて説
明する。なお、Ｗｅｂ検索部１３３は、ステップＳ２０２で取得された１以上の類似標章
とステップＳ２０１で受け付けられた商品関連情報とを用いて、検索処理を行っても良い
。
【００８３】
（ステップＳ２０４）侵害情報取得部１３４は、ステップＳ２０３における検索結果を
用いて、商標侵害に関する情報である侵害情報を取得する。侵害情報取得処理について、

20

図９のフローチャートを用いて説明する。
【００８４】
（ステップＳ２０５）侵害情報出力部１４２は、ステップＳ２０４で取得された侵害情
報を出力する。ステップＳ２０１に戻る。
【００８５】
なお、図２のフローチャートにおいて、電源オフや処理終了の割り込みにより処理は終
了する。
【００８６】
次に、ステップＳ２０２の類似標章生成処理の第一の例について、図３のフローチャー
トを用いて説明する。
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【００８７】
（ステップＳ３０１）称呼取得手段１３１２は、ステップＳ２０１で受け付けられた標
章関連情報が称呼であるか否かを判断する。称呼である場合はステップＳ３０３に行き、
称呼でない場合はステップＳ３０２に行く。なお、標章関連情報が称呼である場合とは、
例えば、標章関連情報がカタナカ列、またはひらがな列等の、予め決められた種類の文字
列であることである。標章関連情報が称呼でない場合とは、例えば、標章関連情報が予め
決められた種類の文字列ではなく、例えば、漢字列、アルファベット列、カタナカまたは
ひらがなまたは漢字またはアルファベットのうちの２種類以上の文字が混在した文字列等
である。また、ステップＳ２０１で受け付けられた標章関連情報は、図示しないバッファ
に一時蓄積され、Ｗｅｂ検索の際に利用されることは好適である。
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【００８８】
（ステップＳ３０２）称呼取得手段１３１２は、ステップＳ２０１で受け付けられた標
章関連情報から、１以上の称呼を取得する。称呼取得処理について、図４のフローチャー
トを用いて説明する。
【００８９】
（ステップＳ３０３）類似標章生成部１３１は、ステップＳ３０１で受け付けられた１
以上の称呼、または／およびステップＳ３０２で取得された１以上の称呼を図示しないバ
ッファに一時蓄積する。
【００９０】
（ステップＳ３０４）類似標章生成部１３１は、カウンタｉに１を代入する。
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【００９１】
（ステップＳ３０５）類似標章生成部１３１は、バッファ内にｉ番目の称呼が存在する
か否かを判断する。ｉ番目の称呼が存在すればステップＳ３０６に行き、ｉ番目の称呼が
存在しなければステップＳ３１１に行く。
【００９２】
（ステップＳ３０６）類似標章生成手段１３１４は、カウンタｊに１を代入する。
【００９３】
（ステップＳ３０７）類似標章生成手段１３１４は、ルール格納手段１３１１にｊ番目
のルールが存在するか否かを判断する。ｊ番目のルールが存在すればステップＳ３０８に
行き、ｊ番目のルールが存在しなければステップＳ３１０に行く。なお、ルールとは、例

10

えば、上述した商標審査基準の１以上の判断項目である。
【００９４】
（ステップＳ３０８）称呼取得手段１３１２は、ｊ番目のルールをｉ番目の称呼に適用
し、標章関連情報が示す標章に類似する１以上の類似称呼を取得し、図示しないバッファ
に一時蓄積する。
【００９５】
（ステップＳ３０９）類似標章生成手段１３１４は、カウンタｊを１、インクリメント
する。ステップＳ３０７に戻る。
【００９６】
（ステップＳ３１０）類似標章生成部１３１は、カウンタｉを１、インクリメントする

20

。ステップＳ３０５に戻る。
【００９７】
（ステップＳ３１１）不適切称呼削除手段１３１３は、カウンタｋに１を代入する。
【００９８】
（ステップＳ３１２）不適切称呼削除手段１３１３は、ステップＳ３０８で蓄積された
ｋ番目の称呼が存在するか否かを判断する。ｋ番目の称呼が存在すればステップＳ３１３
に行き、ｋ番目の称呼が存在しなければステップＳ３１９に行く。
【００９９】
（ステップＳ３１３）不適切称呼削除手段１３１３は、ｋ番目の称呼の発音的自然度を
算出する。不適切称呼削除手段１３１３は、例えば、音響モデルを用いて、ｋ番目の称呼

30

を構成する音素列の遷移確率を算出する。この遷移確率が発音的自然度である、とする。
なお、ここで、不適切称呼削除手段１３１３は、上述した他のアルゴリズムにより、ｋ番
目の称呼が不適切な称呼であるか否かを判断しても良い。そして、不適切称呼削除手段１
３１３は、不適切な称呼である場合には、ステップＳ３１８に行っても良い。
【０１００】
（ステップＳ３１４）不適切称呼削除手段１３１３は、ステップＳ３１３で算出した発
音的自然度が閾値以上（閾値より大きい、という判断でも良い）であるか否かを判断する
。閾値以上であればステップＳ３１５に行き、閾値以上でなければステップＳ３１８に行
く。なお、不適切称呼削除手段１３１３は、発音的自然度が閾値より小さいと判断したｋ
番目の称呼をバッファから削除する。
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【０１０１】
（ステップＳ３１５）類似標章生成手段１３１４は、ｋ番目の称呼から１以上の漢字列
を生成する。かかる処理を漢字類似標章生成処理という。漢字類似標章生成処理について
、図５のフローチャートを用いて説明する。なお、ここで、類似標章生成手段１３１４は
、漢字類似標章を生成できない場合もあり得る。
【０１０２】
（ステップＳ３１６）類似標章生成手段１３１４は、ｋ番目の称呼から１以上のアルフ
ァベット列を生成する。かかる処理をアルファベット類似標章生成処理という。アルファ
ベット類似標章生成処理について、図７のフローチャートを用いて説明する。なお、ここ
で、類似標章生成手段１３１４は、アルファベット類似標章を生成できない場合もあり得
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る。
【０１０３】
（ステップＳ３１７）類似標章生成手段１３１４は、ｋ番目の称呼の他の形式の類似標
章を生成する。ｋ番目の称呼がカタカナである場合、類似標章生成手段１３１４は、ｋ番
目の称呼のひらがな列を取得する。また、ｋ番目の称呼がひらがなである場合、類似標章
生成手段１３１４は、ｋ番目の称呼のカタカナ列を取得する。なお、ここで、類似標章生
成手段１３１４は、他の形式の類似標章を生成できない場合もあり得る。
【０１０４】
（ステップＳ３１８）不適切称呼削除手段１３１３は、カウンタｋを１、インクリメン
トする。ステップＳ３１２に戻る。

10

【０１０５】
（ステップＳ３１９）不適切標章削除部１３２は、カウンタｌに１を代入する。
【０１０６】
（ステップＳ３２０）不適切標章削除部１３２は、バッファ内の類似標章の中で、ｌ番
目の類似標章が存在するか否かを判断する。ｌ番目の類似標章が存在する場合はステップ
Ｓ３２１に行き、ｌ番目の類似標章が存在しない場合は上位処理にリターンする。なお、
バッファ内の類似標章は、バッファ内の１以上の類似称呼、ステップＳ３１５で取得され
た１以上の漢字類似標章、ステップＳ３１６で取得された１以上のアルファベット類似標
章、ステップＳ３１７で取得されたひらがな列またはカタカナ列等である。
【０１０７】

20

（ステップＳ３２１）不適切標章削除部１３２は、ｌ番目の類似標章の言語的自然度を
算出する。不適切標章削除部１３２は、例えば、言語モデルを用いて、ｌ番目の類似標章
を構成する文字列の遷移確率を算出する。この遷移確率が言語的自然度である。
【０１０８】
（ステップＳ３２２）不適切標章削除部１３２は、ステップＳ３２１で算出した言語的
自然度が閾値以上（閾値より大きい、という判断でも良い）であるか否かを判断する。閾
値以上であればステップＳ３２３に行き、閾値以上でなければステップＳ３２５に行く。
なお、不適切標章削除部１３２は、言語的自然度が閾値より小さいと判断したｋ番目の称
呼をバッファから削除する。
【０１０９】
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（ステップＳ３２３）不適切標章削除部１３２は、ｌ番目の類似標章の文字列がブラッ
クリストルールに適合しないか否かを判断する。ブラックリストルールに適合しない場合
はステップＳ３２４に行き、ブラックリストルールに適合する場合はステップＳ３２５に
行く。なお、後述する不適切標章削除部１３２は、ブラックリストルールに適合する標章
を削除することは好適である。
【０１１０】
（ステップＳ３２４）類似標章生成部１３１は、ｌ番目の類似標章を図示しないバッフ
ァに蓄積する。
【０１１１】
（ステップＳ３２５）不適切標章削除部１３２は、カウンタｌを１、インクリメントす

40

る。ステップＳ３２０に戻る。
【０１１２】
次に、ステップＳ３０２の称呼取得処理について、図４のフローチャートを用いて説明
する。
【０１１３】
（ステップＳ４０１）称呼取得手段１３１２は、カウンタｉに１を代入する。
【０１１４】
（ステップＳ４０２）称呼取得手段１３１２は、ステップＳ２０１で受け付けられた標
章関連情報に、ｉ番目の文字が存在するか否かを判断する。ｉ番目の文字が存在すれば、
ｉ番目の文字が存在しなければ上位処理にリターンする。
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【０１１５】
（ステップＳ４０３）称呼取得手段１３１２は、ｉ番目の文字の１以上の読みを格納部
１１の漢字辞書、またはアルファベット辞書等から取得する。
【０１１６】
（ステップＳ４０４）称呼取得手段１３１２は、既に存在する１以上の各読み情報に、
１以上の各読みを付加し、１以上の読み情報を構成する。なお、「ｉ＝１」の場合、称呼
取得手段１３１２は、１以上の各読みからなる１以上の読み情報を取得する。
【０１１７】
（ステップＳ４０５）称呼取得手段１３１２は、カウンタｉを１、インクリメントする
。ステップＳ４０２に戻る。

10

【０１１８】
なお、図４のフローチャートにおいて、称呼取得手段１３１２は、ステップＳ２０１で
受け付けられた標章関連情報を構成する２以上の文字列に対して、まとめて読みを取得し
ても良い。かかる場合、称呼取得手段１３１２は、日本語等の各言語の単語辞書を用いる
。つまり、称呼取得手段１３１２は、標章関連情報「十三」から「ジュウソウ」「ジュウ
ソー」を取得しても良い。また、読みは、発音（例えば、「十三」に対する「ジュウソー
」）でも良い。
【０１１９】
また、図４のフローチャートにおいて、ステップＳ４０４で、最終的に生成された読み
情報が称呼である。

20

【０１２０】
次に、ステップＳ３１５の漢字類似標章生成処理について、図５のフローチャートを用
いて説明する。
【０１２１】
（ステップＳ５０１）類似標章生成手段１３１４は、カウンタｓに１を代入する。ｓは
、漢字に変換するスタートの文字を示すカウンタである。
【０１２２】
（ステップＳ５０２）類似標章生成手段１３１４は、変数ｉに１を代入する。ｉは使用
する文字数を示す変数である。
【０１２３】

30

（ステップＳ５０３）類似標章生成手段１３１４は、漢字取得処理を行う。漢字取得処
理について、図６のフローチャートを用いて説明する。なお、漢字取得処理には、ｓとｉ
の２つの引数が渡される。
【０１２４】
（ステップＳ５０４）類似標章生成手段１３１４は、変数ｉを１、インクリメントする
。
【０１２５】
（ステップＳ５０５）類似標章生成手段１３１４は、ｓ文字目からｉ文字を取得できる
か否かを判断する。取得できる場合はステップＳ５０３に戻り、取得できない場合は上位
処理にリターンする。

40

【０１２６】
なお、図５のフローチャートにおいて、称呼から漢字列を生成するアルゴリズムは問わ
ない。称呼から漢字列を生成するアルゴリズムは、仮名漢字変換の技術であるので、詳細
な説明は省略する。
【０１２７】
次に、ステップＳ５０３の漢字取得処理について、図６のフローチャートを用いて説明
する。
【０１２８】
（ステップＳ６０１）類似標章生成手段１３１４は、ｓ文字目からｉ文字を取得できる
か否かを判断する。取得できる場合はステップＳ６０２に行き、取得できない場合は上位
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処理にリターンする。
【０１２９】
（ステップＳ６０２）類似標章生成手段１３１４は、ｓ文字目からｉ文字の称呼（読み
）に対応する１以上の漢字を格納部１１の漢字辞書から取得する。
【０１３０】
（ステップＳ６０３）類似標章生成手段１３１４は、ステップＳ６０２で漢字を取得で
きたか否かを判断する。取得できた場合はステップＳ６０４に行き、取得できない場合は
ステップＳ６０５に行く。なお、ここで、漢字を取得できない場合は、類似標章生成手段
１３１４は、ｓ文字目からｉ文字の称呼（読み）をそのまま保持する。
【０１３１】

10

（ステップＳ６０４）類似標章生成手段１３１４は、ステップＳ６０２で取得した１以
上の各漢字を、元の１以上の各漢字列に連結する。
【０１３２】
（ステップＳ６０５）類似標章生成手段１３１４は、「ｓ＋ｉ」「１」を引数として、
漢字取得処理を行う。上位処理にリターンする。
【０１３３】
なお、図６のフローチャートにおいて、一部に漢字ではない文字を含む標章を生成して
も良い。
【０１３４】
次に、ステップＳ３１６のアルファベット類似標章生成処理について、図７のフローチ

20

ャートを用いて説明する。
【０１３５】
（ステップＳ７０１）類似標章生成手段１３１４は、カウンタｓに１を代入する。なお
、ｓは、アルファベットに変換するスタートの文字の位置を示す情報である。
【０１３６】
（ステップＳ７０２）類似標章生成手段１３１４は、すべての文字列をアルファベット
に変換したか否かを判断する。すべての文字列をアルファベットに変換していない場合（
終了しない場合）はステップＳ７０３に行き、すべての文字列をアルファベットに変換し
た場合（終了した場合）は上位処理にリターンする。
【０１３７】

30

（ステップＳ７０３）類似標章生成手段１３１４は、文字列中のｓ文字目からアルファ
ベットの読みに一致する文字列を検索し、当該一致するアルファベットを、アルファベッ
ト辞書を用いて取得する。そして、類似標章生成手段１３１４は、先に取得された１以上
のアルファベット列に、取得したアルファベットを付加する。
【０１３８】
（ステップＳ７０４）類似標章生成手段１３１４は、カウンタｓに、取得したアルファ
ベットの読みの文字数を加える。ステップＳ７０２に戻る。
【０１３９】
なお、図７のフローチャートにおいて、格納部１１の英単語辞書を用いて、称呼（例え
ば、「イメージ」）からアルファベット列（例えば、「ｉｍａｇｅ」）を取得しても良い

40

。
【０１４０】
次に、ステップＳ２０３の検索処理について、図８のフローチャートを用いて説明する
。
【０１４１】
（ステップＳ８０１）Ｗｅｂ検索部１３３は、カウンタｉに１を代入する。
【０１４２】
（ステップＳ８０２）Ｗｅｂ検索部１３３は、ｉ番目の検索対象の標章が存在するか否
かを判断する。ｉ番目の検索対象の標章が存在する場合はステップＳ８０３に行き、ｉ番
目の検索対象の標章が存在しない場合は上位処理にリターンする。
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【０１４３】
（ステップＳ８０３）Ｗｅｂ検索部１３３は、商品関連情報が存在するか否かを判断す
る。商品関連情報が存在する場合はステップＳ８０４に行き、商品関連情報が存在しない
場合はステップＳ８０５に行く。なお、商品関連情報が存在する場合は、通常、商品関連
情報が受け付けられた場合、格納部１１に商品関連情報が格納されている場合等である。
【０１４４】
（ステップＳ８０４）Ｗｅｂ検索部１３３は、ｉ番目の検索対象の標章と商品関連情報
とを用いて検索式を構成する。Ｗｅｂ検索部１３３は、通常、「標章
１

ＯＲ

商品名２

ＡＮＤ

（商品名

ＯＲ・・・）」という検索式を構成する。なお、商品関連情報は、

ここでは、１以上の商品名を有し、１以上の商品名は、「商品名１、商品名２、・・・」

10

である、とする。
【０１４５】
（ステップＳ８０５）Ｗｅｂ検索部１３３は、ｉ番目の検索対象の標章を用いて検索式
を構成する。Ｗｅｂ検索部１３３は、通常、「標章」という検索式を構成する。つまり、
Ｗｅｂ検索部１３３は、例えば、キーワード「標章」からなる検索式を構成する。
【０１４６】
（ステップＳ８０６）Ｗｅｂ検索部１３３は、ステップＳ８０４またはステップＳ８０
５で構成した検索式を用いて、Ｗｅｂ検索し、検索結果を取得する。なお、Ｗｅｂ検索は
、「http://www.yahoo.co.jp/」「https://www.google.co.jp/?gws̲rd=ssl」等の公知技
術である。Ｗｅｂ検索部１３３は、検索エンジンのＡＰＩを用いて、Ｗｅｂ検索しても良
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い。
【０１４７】
（ステップＳ８０７）Ｗｅｂ検索部１３３は、格納部１１に格納されている１以上の除
外ページ識別子に対応する検索結果を削除する。
【０１４８】
（ステップＳ８０８）Ｗｅｂ検索部１３３は、ステップＳ８０７で削除して、残った検
索結果を図示しないバッファに蓄積する。
【０１４９】
（ステップＳ８０９）Ｗｅｂ検索部１３３は、カウンタｉを１、インクリメントする。
ステップＳ８０２に戻る。

30

【０１５０】
次に、ステップＳ２０４の侵害情報取得処理について、図９のフローチャートを用いて
説明する。
【０１５１】
（ステップＳ９０１）侵害情報取得部１３４は、カウンタｉに１を代入する。
【０１５２】
（ステップＳ９０２）侵害情報取得部１３４は、ｉ番目の検索対象の標章が存在するか
否かを判断する。ｉ番目の検索対象の標章が存在する場合はステップＳ９０３に行き、ｉ
番目の検索対象の標章が存在しない場合はステップＳ９０７に行く。
【０１５３】

40

（ステップＳ９０３）侵害情報取得部１３４は、ｉ番目の検索対象の標章に対応する検
索結果から、スコアの算出に用いる情報を取得する。スコアの算出に用いる情報は、例え
ば、ヒット件数、発音的自然度、言語的自然度等である。
【０１５４】
（ステップＳ９０４）侵害情報取得部１３４は、ステップＳ９０３で取得した情報を用
いて、ｉ番目の検索対象の標章に対応するスコアを算出する。
【０１５５】
（ステップＳ９０５）侵害情報取得部１３４は、ｉ番目の検索対象の標章、検索された
ＷｅｂページのＵＲＬやヒット件数等、およびスコアを、図示しないバッファに一時蓄積
する。
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【０１５６】
（ステップＳ９０６）侵害情報取得部１３４は、カウンタｉを１、インクリメントする
。ステップＳ９０２に戻る。
【０１５７】
（ステップＳ９０７）侵害情報取得部１３４は、図示しないバッファに一時蓄積された
標章、ＵＲＬやヒット件数等、スコアの組を、１組以上用いて、侵害情報を構成する。上
位処理にリターンする。なお、侵害情報取得部１３４は、すべての検索結果を用いて侵害
情報を構成しても良いし、スコアが閾値以上の組の情報のみを用いて侵害情報を構成して
も良いし、スコアが上位Ｎ（Ｎは１以上の自然数）の情報のみを用いて侵害情報を構成し
ても良。

10

【０１５８】
次に、ステップＳ２０２の類似標章生成処理の第二の例について、図１０のフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１５９】
（ステップＳ１００１）類似標章生成部１３１は、カウントｉに１を代入する。
【０１６０】
（ステップＳ１００２）類似標章生成部１３１は、ルール格納手段１３１１に、ｉ番目
のルールが存在するか否かを判断する。ｉ番目のルールが存在する場合はステップＳ１０
０３に行き、ｉ番目のルールが存在しない場合は上位処理にリターンする。
【０１６１】

20

（ステップＳ１００３）類似標章生成部１３１は、ステップＳ２０１で受け付けられた
標章関連情報に対して、ｉ番目のルールを適用し、１以上の類似標章を生成する。
【０１６２】
（ステップＳ１００４）類似標章生成部１３１は、カウンタｉを１、インクリメントす
る。ステップＳ１００２に戻る。
【０１６３】
なお、ルール格納手段１３１１のルールは、例えば、「標章関連情報が示す標章に、１
文字付加する」、「標章関連情報が示す標章から１文字削除する」等でも良い。なお、か
かる場合、１文字は、例えば、標章関連情報が示す文字と同じ種類の文字であることは好
適である。つまり、標章関連情報が示す文字がアルファベットである場合、付加する文字

30

もアルファベット「ＡからＺ、ａからｚのいずれかの文字」である。また、標章関連情報
が示す文字がカタカナである場合、付加する文字もカタカナ（５０音のうちのいずれかで
あり、「アからン」のいずれか）である。
【０１６４】
次に、ステップＳ２０２の類似標章生成処理の第三の例について、図１１のフローチャ
ートを用いて説明する。
【０１６５】
（ステップＳ１１０１）類似標章生成部１３１は、カウントｉに１を代入する。
【０１６６】
（ステップＳ１１０２）類似標章生成部１３１は、ｉ番目の付加されるべき文字である

40

付加文字が、格納部１１に存在するか否かを判断する。ｉ番目の付加文字が格納部１１に
存在する場合はステップＳ１１０３に行き、格納部１１に存在しない場合は上位処理にリ
ターンする。
【０１６７】
（ステップＳ１１０３）類似標章生成部１３１は、カウントｊに１を代入する。
【０１６８】
（ステップＳ１１０４）類似標章生成部１３１は、受け付けられた標章関連情報にｊ番
目の文字の挿入箇所が存在するか否かを判断する。ｊ番目の文字の挿入箇所が存在する場
合はステップＳ１１０５に行き、存在しない場合はステップＳ１１０７に行く。
【０１６９】
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（ステップＳ１１０５）類似標章生成部１３１は、受け付けられた標章関連情報にｊ番
目の文字の挿入箇所に、ｉ番目の付加文字を挿入し、類似標章を生成する。なお、例えば
、類似標章生成部１３１は、生成した類似標章を、図示しないバッファに蓄積する。
【０１７０】
（ステップＳ１１０６）類似標章生成部１３１は、カウンタｊを１、インクリメントす
る。ステップＳ１１０４に戻る。
【０１７１】
（ステップＳ１１０７）類似標章生成部１３１は、カウンタｉを１、インクリメントす
る。ステップＳ１１０２に戻る。
【０１７２】

10

以下、本実施の形態における情報処理装置１の具体的な動作について説明する。以下、
３つの具体例について説明する。
【０１７３】
（具体例１）
具体例１は、登録商標を構成する標章と指定商品等とを入力し、当該登録商標を侵害す
る可能性のある侵害情報を取得し、出力する場合である。具体例１では、標章関連情報は
、登録商標の標章そのものであり、例えば、「同一の文字種の文字を１文字付加する」と
いうルールを適用し、類似標章が構成される、とする。
【０１７４】
今、例えば、ユーザは登録商標を構成する標章「ＫＹＴ」を入力した、とする。次に、
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受付部１２は、標章関連情報「ＫＹＴ」を受け付ける。
【０１７５】
次に、類似標章生成部１３１は、「同一の文字種の文字を１文字付加する」というルー
ルを適用して、標章関連情報「ＫＹＴ」に類似する１以上の類似標章を生成する、とする
。つまり、類似標章生成部１３１は、「ＫＹＴ」と同種の文字である大文字のアルファベ
ット「ＡからＺ」を、格納部１１から取得する。そして、類似標章生成部１３１は、「Ｋ
ＹＴ」の文字の各挿入箇所に「Ａ」から「Ｚ」を付加し、「ＡＫＹＴ」「ＢＫＹＴ」・・
・「ＺＫＹＴ」「ＫＡＹＴ」「ＫＢＹＴ」・・・「ＫＺＹＴ」「ＫＹＡＴ」「ＫＹＢＴ」
・・・「ＫＹＺＴ」「ＫＹＴＡ」「ＫＹＴＢ」・・・「ＫＹＴＺ」を得る。そして、類似
標章生成部１３１は、「ＫＹＴ」と、生成した「ＡＫＹＴ」「ＢＫＹＴ」・・・「ＺＫＹ
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Ｔ」「ＫＡＹＴ」「ＫＢＹＴ」・・・「ＫＺＹＴ」「ＫＹＡＴ」「ＫＹＢＴ」・・・「Ｋ
ＹＺＴ」「ＫＹＴＡ」「ＫＹＴＢ」・・・「ＫＹＴＺ」を、図示しないバッファに蓄積す
る。
【０１７６】
次に、Ｗｅｂ検索部１３３は、まず、「ＫＹＴ」をキーとしてＷｅｂ検索し、検索結果
を取得する。なお、「http://www.kyt.co.jp/」は、登録商標「ＫＹＴ」の保有企業のホ
ームページである、とする。
【０１７７】
また、Ｗｅｂ検索部１３３は、次に、「ＡＫＹＴ」をキーとしてＷｅｂ検索し、検索結
果を取得する。

40

【０１７８】
次に、Ｗｅｂ検索部１３３は、「ＢＫＹＴ」をキーとしてＷｅｂ検索し、検索結果を取
得する。なお、ここでは、Ｗｅｂ検索部１３３は、検索結果「ＮＵＬＬ」（ヒット件数０
件）を取得した、とする。
【０１７９】
そして、Ｗｅｂ検索部１３３は、キーとなる類似標章を変えながら、類似標章の数だけ
、Ｗｅｂ検索し、検索結果を取得する。そして、Ｗｅｂ検索部１３３は、最後に、「ＫＹ
ＴＺ」をキーとしてＷｅｂ検索し、検索結果を取得する。
【０１８０】
次に、Ｗｅｂ検索部１３３は、格納部１１の除外ページ識別子「http://www.kyt.co.jp
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/」を取得する。そして、Ｗｅｂ検索部１３３は、当該除外ページ識別子で識別される検
索結果を削除する。つまり、Ｗｅｂ検索部１３３は、除外ページの検索結果を除いた検索
結果を取得する。なお、検索結果は、例えば、類似標章がヒットしたヒット件数、類似標
章がヒットしたＷｅｂページのＵＲＬ等を含む。
【０１８１】
次に、侵害情報取得部１３４は、Ｗｅｂ検索部１３３が取得した検索結果を用いて、侵
害情報を取得する。侵害情報取得部１３４は、例えば、各類似標章に対応するヒット件数
、１以上のＵＲＬ、スコアを有する侵害情報を取得する。なお、侵害情報取得部１３４は
、例えば、ヒット件数、発音的自然度、言語的自然度を用いて、スコアを算出する。侵害
情報取得部１３４は、例えば、演算式「スコア＝ｆ（ヒット件数，発音的自然度，言語的
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自然度）」により、スコアを取得する。ここで、演算式ｆは、ヒット件数、発音的自然度
、言語的自然度をパラメータとする増加関数である。また、侵害情報取得部１３４は、Ｗ
ｅｂ検索部１３３が取得したヒット件数、不適切称呼削除手段１３１３が算出した発音的
自然度、および不適切標章削除部１３２が算出した言語的自然度を取得し、予め保持して
いる演算式に代入し、スコアを算出する。
【０１８２】
次に、侵害情報出力部１４２は、侵害情報取得部１３４が取得した侵害情報を出力する
。侵害情報の出力例は、図１２である。なお、侵害情報の出力態様は問わない。ただし、
侵害情報出力部１４２は、ヒット件数またはスコアにより、ソートされた侵害情報を出力
することは好適である。また、侵害情報出力部１４２は、スコアまたはヒット件数が上位
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Ｎの侵害情報のみを出力しても良いし、スコアまたはヒット件数が閾値以上または閾値よ
り大きい侵害情報のみを出力しても良い。なお、図１２において、侵害情報出力部１４２
は、スコアが上位１００件の侵害情報のみを出力している。
【０１８３】
（具体例２）
具体例２は、登録商標を構成する標章を入力し、当該標章に類似する可能性のある１以
上の類似標章を取得し、当該１以上の類似標章を用いて、当該登録商標を侵害する可能性
のある侵害情報を取得し、出力する場合である。具体例２では、標章関連情報は、称呼で
あり、ルール格納手段１３１１に格納されているルールは、商標審査基準の判断項目であ
る、とする。また、ルールは、「（ルール１）標章を構成する１文字が清音である場合、
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濁音または半濁音に置き換える」「（ルール２）標章を構成する１文字を、母音を共通に
する他の１文字に置き換える」の２つである、とする。
【０１８４】
かかる状況において、受付部１２は、標章関連情報「アイス」を受け付けた、とする。
【０１８５】
次に、類似標章生成部１３１は、以下のように、称呼「アイス」に類似する１以上の類
似標章を生成する。つまり、類似標章生成手段１３１４は、ルール１を称呼「アイス」に
適用し、類似称呼「アイズ」を取得する。なお、称呼「アイス」に、半濁音は付加できな
い。また、類似標章生成手段１３１４は、ルール２を称呼「アイス」に適用し、類似称呼
「カイス」「サイス」「タイス」・・・「アキス」「アシス」「アチス」・・・「アイウ
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」「アイク」「アイツ」・・・「アイル」を生成する。
【０１８６】
次に、不適切称呼削除手段１３１３は、各類似称呼を音素列に変更し、当該音素列に対
して、格納部１１の音響モデルを適用し、各類似称呼の発音的自然度を算出する。そして
、不適切称呼削除手段１３１３は、算出した発音的自然度が閾値以下の類似称呼を削除す
る。ここで、例えば、「アイズ」「アイク」「アイル」が、不適切称呼削除手段１３１３
により削除されずに残ったとする。
【０１８７】
次に、類似標章生成手段１３１４は、残った「アイズ」「アイク」「アイル」に対応す
る漢字列の類似標章を、格納部１１の漢字辞書を用いて、上述した漢字類似標章生成処理
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により、漢字列を生成する。そして、類似標章生成手段１３１４は、「亜伊豆」「阿委図
」・・・「愛図」「愛頭」・・・「亜幾」「阿幾」・・・「阿居留」等の漢字列を生成し
た、とする。なお、類似標章生成手段１３１４は、受け付けられた称呼「アイス」の１以
上の漢字列（例えば、「亜伊巣」「愛巣」等）をも類似標章として取得することは好適で
ある。
【０１８８】
また、類似標章生成手段１３１４は、残った「アイズ」「アイク」「アイル」に対応す
るアルファベット列の類似標章を、格納部１１のアルファベット辞書を用いて、上述した
アルファベット類似標章生成処理により、アルファベット列を生成する。そして、類似標
章生成手段１３１４は、「ｉｚ」「ａｉｚ」「ａｉｋ」「ｉｋ」「ａｉｌ」「ｉｌ」等の
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アルファベット列を生成した、とする。なお、類似標章生成手段１３１４は、受け付けら
れた称呼「アイス」の１以上のアルファベット列（例えば、「ａｉｓ」「ｉｓ」）をも類
似標章として取得することは好適である。
【０１８９】
また、類似標章生成手段１３１４は、残った「アイズ」「アイク」「アイル」に対応す
るひらがな列を、格納部１１の文字対応辞書を用いて、「あいず」「あいく」「あいる」
を生成した、とする。なお、文字対応辞書は、カタナカとひらがなの対応を管理している
辞書である。なお、類似標章生成手段１３１４は、受け付けられた称呼「アイス」に対応
するひらがな列「あいす」をも類似標章として取得することは好適である。
【０１９０】
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そして、類似標章生成手段１３１４は、生成した１以上の各類似標章と受け付けられた
称呼とを、図示しないバッファに蓄積する。
【０１９１】
次に、不適切標章削除部１３２は、生成された類似標章の言語的自然度を、格納部１１
の言語モデルを用いて算出する。そして、不適切標章削除部１３２は、算出した言語的自
然度が閾値より小さい類似標章をバッファから削除する。
【０１９２】
次に、Ｗｅｂ検索部１３３は、バッファ内の各類似標章をキーとしてＷｅｂ検索し、検
索結果を取得する。
【０１９３】
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次に、侵害情報取得部１３４は、Ｗｅｂ検索部１３３が取得した検索結果を用いて、侵
害情報を取得する。
【０１９４】
次に、侵害情報出力部１４２は、侵害情報取得部１３４が取得した侵害情報を出力する
。なお、侵害情報の出力態様は問わない。
【０１９５】
（具体例３）
具体例３では、漢字列の標章関連情報を受け付け、称呼に変換して、称呼から類似標章
を取得する場合を説明する。また、具体例３は、生成した称呼と同じ称呼の別の漢字を取
得することにより、類似標章を生成する場合である。また、具体例３は、不適切標章削除
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部１３２、不適切称呼削除手段１３１３が機能しない場合である。
【０１９６】
かかる状況において、受付部１２は、標章関連情報「京伊」を受け付けた、とする。
【０１９７】
次に、称呼取得手段１３１２は、格納部１１の漢字辞書を用いて、漢字「京」の読み「
キョウ」「ケイ」を取得する。次に、称呼取得手段１３１２は、格納部１１の漢字辞書を
用いて、漢字「伊」の読み「イ」を取得する。そして、称呼取得手段１３１２は、２つの
漢字の読みを連結し、２つの称呼「キョウイ」「ケイイ」を取得する。なお、かかる２つ
の称呼「キョウイ」「ケイイ」も類似標章を構成することは好適である。
【０１９８】
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次に、類似標章生成部１３１は、２つの各称呼「キョウイ」「ケイイ」を用いて、類似
標章を生成する。類似標章生成部１３１は、「キョウイ」を構成するカタカナ列「キョウ
」に対応する漢字「共」「強」「今日」を、格納部１１の漢字辞書を用いて取得する。ま
た、類似標章生成部１３１は、「キョウイ」を構成するカタカナ列「イ」に対応する漢字
「伊」「居」「委」等を、格納部１１の漢字辞書を用いて取得する。そして、類似標章生
成部１３１は、「キョウ」に対応する漢字と「イ」に対応する漢字とを連結し、「共伊」
「共居」「共委」・・・「強伊」「強居」「強委」・・・「今日伊」「今日居」「今日委
」・・・等の類似標章を取得する。また、類似標章生成部１３１は、「ケイイ」を構成す
るカタカナ列「ケ」に対応する漢字「毛」「気」等を、格納部１１の漢字辞書を用いて取
得する。また、類似標章生成部１３１は、「ケイイ」を構成するカタカナ列「イ」に対応
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する漢字「伊」「居」「委」等を、格納部１１の漢字辞書を用いて取得する。また、類似
標章生成部１３１は、「ケイイ」を構成するカタカナ列「イ」に対応する漢字「伊」「居
」「委」等を、格納部１１の漢字辞書を用いて取得する。そして、類似標章生成部１３１
は、「ケ」に対応する漢字と「イ」に対応する漢字と「イ」に対応する漢字とを連結し、
「毛伊伊」「毛伊居」「毛伊委」「毛居伊」・・・「気伊伊」「気伊居」「気伊委」「気
居伊」「気」・・・等の類似標章を取得する。また、類似標章生成部１３１は、「ケイイ
」を構成するカタカナ列「ケイ」に対応する漢字「系」「計」等を、格納部１１の漢字辞
書を用いて取得する。また、類似標章生成部１３１は、「ケイイ」を構成するカタカナ列
「イ」に対応する漢字「伊」「居」「委」等を、格納部１１の漢字辞書を用いて取得する
。そして、類似標章生成部１３１は、「ケイ」に対応する漢字と「イ」に対応する漢字と
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を連結し、「系伊」「系居」「系委」・・・「計伊」「計居」「計委」・・・等の類似標
章を取得する。
【０１９９】
以上より、類似標章生成部１３１は、「キョウイ」「ケイイ」「共伊」「共居」「共委
」・・・「強伊」「強居」「強委」・・・「今日伊」「今日居」「今日委」・・・「毛伊
伊」「毛伊居」「毛伊委」「毛居伊」・・・「気伊伊」「気伊居」「気伊委」「気居伊」
「気」・・・「系伊」「系居」「系委」・・・「計伊」「計居」「計委」・・・等をバッ
ファに蓄積する。
【０２００】
次に、Ｗｅｂ検索部１３３は、バッファ内の各類似標章をキーとしてＷｅｂ検索し、検
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索結果を取得する。
【０２０１】
次に、侵害情報取得部１３４は、Ｗｅｂ検索部１３３が取得した検索結果を用いて、侵
害情報を取得する。
【０２０２】
次に、侵害情報出力部１４２は、侵害情報取得部１３４が取得した侵害情報を出力する
。なお、侵害情報の出力態様は問わない。
【０２０３】
以上、本実施の形態によれば、商標権の侵害等を効率的に検知するための支援ができる
40

。
【０２０４】
なお、本実施の形態において、侵害情報出力部１４２は、侵害情報を端末装置に送信し
ても良い。かかる場合、端末装置への送信先を示す情報は、標章関連情報と対応付けられ
て格納部１１に格納されていても良いし、標章関連情報とともに受付部１２により受け付
けられても良い。
【０２０５】
さらに、本実施の形態における処理は、ソフトウェアで実現しても良い。そして、この
ソフトウェアをソフトウェアダウンロード等により配布しても良い。また、このソフトウ
ェアをＣＤ−ＲＯＭなどの記録媒体に記録して流布しても良い。なお、このことは、本明
細書における他の実施の形態においても該当する。なお、本実施の形態における情報処理
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装置１を実現するソフトウェアは、以下のようなプログラムである。つまり、このプログ
ラムは、コンピュータを、標章に関する情報である標章関連情報を受け付ける受付部と、
前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成する類似標章生
成部と、前記１以上の類似標章を出力する類似標章出力部として機能させるためのプログ
ラムである。
【０２０６】
上記プログラムにおいて、コンピュータを、前記１以上の類似標章をキーとして用いて
、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、前記Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に
関する情報である侵害情報を取得する侵害情報取得部と、前記侵害情報を出力する侵害情
報出力部として、さらに機能させるプログラムであることは好適である。
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【０２０７】
上記プログラムにおいて、前記類似標章生成部は、１以上のルールを格納しているルー
ル格納手段と、前記標章関連情報を用いて、前記１以上のルールを適用し、前記標章に類
似する１以上の類似標章を生成する類似標章生成手段とを具備するものとして、コンピュ
ータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２０８】
上記プログラムにおいて、前記類似標章生成部は、前記標章関連情報を用いて、前記標
章に類似する１以上の称呼を取得する称呼取得手段と、前記称呼取得手段が取得した１以
上の各称呼から、１以上の漢字からなる１以上の標章、または１以上のアルファベットか
らなる１以上の標章、漢字とアルファベットとカタナカとひらがなのうちの２種類以上の
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文字を用いた混合文字列からなる１以上の標章、または１以上の漢字からなる１以上の標
章と１以上のアルファベットからなる１以上の標章と１以上の混合文字列からなる１以上
の標章のうちの２種類以上の類似標章を取得する類似標章生成手段とを具備するものとし
て、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２０９】
上記プログラムにおいて、前記類似標章生成部は、１以上のルールを格納しているルー
ル格納手段をさらに具備し、前記類似標章生成手段は、前記標章関連情報を用いて、前記
１以上のルールを適用し、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成するものとして、
コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２１０】
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上記プログラムにおいて、前記標章関連情報は、称呼であり、前記類似標章生成部は、
前記称呼を用いて、前記標章に類似する１以上の類似標章を生成するものとして、コンピ
ュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２１１】
上記プログラムにおいて、前記類似標章生成部が生成した１以上の類似標章のうち、予
め決められた条件に合致する１以上の標章を削除する不適切標章削除部として、コンピュ
ータをさらに機能させ、前記類似標章出力部は、前記不適切標章削除部が１以上の標章を
削除した結果、残った１以上の各標章を出力するものとして、コンピュータを機能させる
プログラムであることは好適である。
【０２１２】
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上記プログラムにおいて、前記類似標章生成部は、前記称呼取得手段が取得した１以上
の各称呼のうち、予め決められた条件に合致する１以上の称呼を削除する不適切称呼削除
手段をさらに具備し、前記類似標章生成手段は、前記不適切称呼削除手段が１以上の称呼
を削除した結果、残った１以上の各称呼から、１以上の漢字からなる１以上の標章、また
は１以上のアルファベットからなる１以上の標章、漢字とアルファベットとカタナカとひ
らがなのうちの２種類以上の文字を用いた混合文字列からなる１以上の標章、または１以
上の漢字からなる１以上の標章と１以上のアルファベットからなる１以上の標章と１以上
の混合文字列からなる１以上の標章のうちの２種類以上の類似標章を取得するものとして
、コンピュータを機能させるプログラムであることは好適である。
【０２１３】
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上記プログラムにおいて、前記受付部は、指定商品または指定役務に関連する商品関連
情報をも受け付け、前記Ｗｅｂ検索部は、前記類似標章生成部が生成した１以上の各類似
標章、および前記商品関連情報をキーとしてＷｅｂ検索を行うものとして、コンピュータ
を機能させるプログラムであることは好適である。
【０２１４】
（実施の形態２）
本実施の形態において、実施の形態１と比較して、１以上の類似標章を生成して、蓄積
する情報処理装置と、Ｗｅｂ検索し、侵害情報を出力する侵害検知装置とが分離されてい
ることが異なる。
【０２１５】

10

図１３は、本実施の形態における情報処理システム２の概念図である。情報処理システ
ム２は、情報処理装置２１、侵害検知装置２２、および１以上の端末装置２３を備える。
【０２１６】
図１４は、本実施の形態における情報処理システム２のブロック図である。
【０２１７】
情報処理装置２１は、格納部１１、受付部１２、処理部２３、および出力部２４を備え
る。
【０２１８】
処理部２３は、称呼取得手段１３１２、類似標章生成部１３１、および不適切標章削除
部１３２を備える。

20

【０２１９】
類似標章生成部１３１は、ルール格納手段１３１１、類似標章生成手段１３１４、称呼
取得手段１３１２、および不適切称呼削除手段１３１３を備える。
【０２２０】
出力部２４は、類似標章出力部１４１を備える。なお、類似標章出力部１４１は、ここ
では、通常、類似標章を格納部１１に蓄積する。
【０２２１】
侵害検知装置２２は、格納部１１、Ｗｅｂ検索部１３３、侵害情報取得部１３４、およ
び侵害情報出力部１４２を備える。侵害情報出力部１４２は、端末装置２３に侵害情報を
送信しても良い。
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【０２２２】
端末装置２３は、侵害検知装置２２から侵害情報を受信し、出力しても良い。
【０２２３】
次に、情報処理システム２の動作について説明する。まず、情報処理装置２１の動作に
ついて、図１５のフローチャートを用いて説明する。図１５のフローチャートにおいて、
図２のフローチャートと同一のステップについて、説明を省略する。なお、ステップＳ２
０２において、生成された１以上の類似標章は、標章関連情報に対応付けて、格納部１１
に蓄積される、とする。
【０２２４】
（ステップＳ１５０１）受付部１２は、カウンタｉに１を代入する。
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【０２２５】
（ステップＳ１５０２）受付部１２は、格納部１１のｉ番目の標章関連情報を読み出そ
うとする。そして、受付部１２は、格納部１１にｉ番目の標章関連情報が格納されている
か否かを判断する。ｉ番目の標章関連情報が格納されている場合はステップＳ２０２に行
き、ｉ番目の標章関連情報が格納されていない場合は処理を終了する。
【０２２６】
（ステップＳ１５０３）受付部１２は、カウンタｉを１、インクリメントする。ステッ
プＳ１５０２に戻る。
【０２２７】
次に、侵害検知装置２２の動作について、図１６のフローチャートを用いて説明する。
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図１６のフローチャートにおいて、図２のフローチャートと同一のステップについて、説
明を省略する。
【０２２８】
（ステップＳ１６０１）Ｗｅｂ検索部１３３は、カウンタｉに１を代入する。
【０２２９】
（ステップＳ１６０２）Ｗｅｂ検索部１３３は、格納部１１にｉ番目の標章関連情報が
格納されているか否かを判断する。ｉ番目の標章関連情報が格納されている場合はステッ
プＳ２０３に行き、ｉ番目の標章関連情報が格納されていない場合は処理を終了する。
【０２３０】
（ステップＳ１６０３）Ｗｅｂ検索部１３３は、カウンタｉを１、インクリメントする

10

。ステップＳ１６０２に戻る。
【０２３１】
以上、本実施の形態によれば、商標権の侵害等を効率的に検知するための支援ができる
。
【０２３２】
また、本実施の形態によれば、一の標章関連情報に対応する１以上の類似標章を、一度
、生成した場合に、当該生成した１以上の類似標章を何度も用いて、商標権の侵害等を効
率的に検知するための支援ができる。
【０２３３】
なお、本実施の形態における情報処理装置２１を実現するソフトウェアは、以下のよう
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なプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、標章に関する情報で
ある標章関連情報を受け付ける受付部と、前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似す
る１以上の類似標章を生成する類似標章生成部と、前記１以上の類似標章を出力する類似
標章出力部として機能させるためのプログラムである。
【０２３４】
また、本実施の形態における侵害検知装置２２を実現するソフトウェアは、以下のよう
なプログラムである。つまり、このプログラムは、コンピュータを、標章に関する情報で
ある標章関連情報を受け付ける受付部と、前記標章関連情報を用いて、前記標章に類似す
る１以上の類似標章を生成する類似標章生成部と、前記１以上の類似標章を蓄積する類似
標章出力部とを具備する情報処理装置が蓄積した１以上の各類似標章をキーとして用いて
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、Ｗｅｂ検索を行うＷｅｂ検索部と、前記Ｗｅｂ検索部の検索結果を用いて、商標侵害に
関する情報である侵害情報を取得する侵害情報取得部と、前記侵害情報を出力する侵害情
報出力部として機能させるためのプログラムである。
【０２３５】
また、図１７は、本明細書で述べたプログラムを実行して、上述した種々の実施の形態
の情報処理装置等を実現するコンピュータの外観を示す。上述の実施の形態は、コンピュ
ータハードウェア及びその上で実行されるコンピュータプログラムで実現され得る。図１
７は、このコンピュータシステム３００の概観図であり、図１８は、システム３００のブ
ロック図である。
【０２３６】
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図１７において、コンピュータシステム３００は、ＣＤ−ＲＯＭドライブを含むコンピ
ュータ３０１と、キーボード３０２と、マウス３０３と、モニタ３０４とを含む。
【０２３７】
図１８において、コンピュータ３０１は、ＣＤ−ＲＯＭドライブ３０１２に加えて、Ｍ
ＰＵ３０１３と、ＭＰＵ３０１３、ＣＤ−ＲＯＭドライブ３０１２に接続されたバス３０
１４と、ブートアッププログラム等のプログラムを記憶するためのＲＯＭ３０１５と、Ｍ
ＰＵ３０１３に接続され、アプリケーションプログラムの命令を一時的に記憶するととも
に一時記憶空間を提供するためのＲＡＭ３０１６と、アプリケーションプログラム、シス
テムプログラム、及びデータを記憶するためのハードディスク３０１７とを含む。ここで
は、図示しないが、コンピュータ３０１は、さらに、ＬＡＮへの接続を提供するネットワ
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ークカードを含んでも良い。
【０２３８】
コンピュータシステム３００に、上述した実施の形態の情報処理装置等の機能を実行さ
せるプログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ３１０１に記憶されて、ＣＤ−ＲＯＭドライブ３０１２
に挿入され、さらにハードディスク３０１７に転送されても良い。これに代えて、プログ
ラムは、図示しないネットワークを介してコンピュータ３０１に送信され、ハードディス
ク３０１７に記憶されても良い。プログラムは実行の際にＲＡＭ３０１６にロードされる
。プログラムは、ＣＤ−ＲＯＭ３１０１またはネットワークから直接、ロードされても良
い。
10

【０２３９】
プログラムは、コンピュータ３０１に、上述した実施の形態の情報処理装置等の機能を
実行させるオペレーティングシステム（ＯＳ）、またはサードパーティープログラム等は
、必ずしも含まなくても良い。プログラムは、制御された態様で適切な機能（モジュール
）を呼び出し、所望の結果が得られるようにする命令の部分のみを含んでいれば良い。コ
ンピュータシステム３００がどのように動作するかは周知であり、詳細な説明は省略する
。
【０２４０】
なお、上記プログラムにおいて、情報を送信するステップや、情報を受信するステップ
などでは、ハードウェアによって行われる処理、例えば、送信ステップにおけるモデムや
インターフェースカードなどで行われる処理（ハードウェアでしか行われない処理）は含
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まれない。
【０２４１】
また、上記プログラムを実行するコンピュータは、単数であってもよく、複数であって
もよい。すなわち、集中処理を行ってもよく、あるいは分散処理を行ってもよい。
【０２４２】
また、上記各実施の形態において、一の装置に存在する２以上の通信手段は、物理的に
一の媒体で実現されても良いことは言うまでもない。
【０２４３】
また、上記各実施の形態において、各処理は、単一の装置によって集中処理されること
によって実現されてもよく、あるいは、複数の装置によって分散処理されることによって
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実現されてもよい。
【０２４４】
本発明は、以上の実施の形態に限定されることなく、種々の変更が可能であり、それら
も本発明の範囲内に包含されるものであることは言うまでもない。
【産業上の利用可能性】
【０２４５】
以上のように、本発明にかかる情報処理装置は、商標権の侵害等を効率的に検知するた
めの支援ができる、という効果を有し、商標権侵害検知装置等として有用である。
【符号の説明】
40

【０２４６】
１、２１
２

情報処理装置

情報処理システム

１１

格納部

１２

受付部

１３、２３

処理部

１４、２４

出力部

２２

侵害検知装置

２３

端末装置

１３１

類似標章生成部

１３２

不適切標章削除部
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１３３

Ｗｅｂ検索部

１３４

侵害情報取得部

１４１

類似標章出力部

１４２

侵害情報出力部

１３１１

ルール格納手段

１３１２

称呼取得手段

１３１３

不適切称呼削除手段

１３１４

類似標章生成手段
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