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はじめに

• 各国特許庁や国際機関は、その多くが商標データベースをインターネットで無料公開し
情報提供をしています。これらを使用した主要展開国20ヵ国以上における農林水産物・
食品等の出願／登録商標の検索方法をご紹介いたします。

• 各国特許庁提供の商標データベースでのみしか検索閲覧できない国以外は、複数ヵ国
を一括して検索できる国際機関提供の商標データベースについてご紹介いたします。

• 「出願／登録番号による検索」「アルファベット（漢字圏では漢字の）商標を文字として検
索」「カナ（非漢字圏では漢字の）商標を図形として検索」の各方法をご紹介いたします。
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商標データベース検索における注意事項

• いずれの商標データベースにおいても、格納されている商標情報には、データ格納作業における情報の
欠落や誤り、格納作業の遅れが存在する可能性があることは了解ください。

• 各国・国際機関が運営する商標データベースは公共的な利用を目的としていることから、膨大な検索や、
ロボットアクセス（プログラムによる定期的な自動データ収集）と見なされるような場合、アクセスが制限さ
れることがありますのでご注意ください。



1.中国

・次のURLにアクセス： http://wcjs.sbj.cnipa.gov.cn/txnT01.do 

・商标近似查询(1-3,1-4)または商标综合查询(1-1,1-2)を使用します
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②

 国家知识产权局商标局 中国商标网

商標類似検索 商標総合検索 商標状態検索 商標公告検索 エラー通報 商品役務検索



1-1.出願番号での検索①

・商标综合查询をクリック

令和２年度海外知的財産保護・監視委託事業 農林水産知的財産保護コンソーシアム 4



1-1.出願番号での検索②

・情報共有等で内容を確認する商標の出願/登録番号がわかっている場合「申请/注册号」に半角数字で番号

（国際登録の場合は先頭にGを付けて）入力し、「查询」をクリックします（入れ直しは「重填」）。
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1-1.出願番号での検索③

・番号に該当する商標が表示されます。多区分出願の場合は区分別に複数件表示されます。

・青字で表示されている「申请/注册号」か「商标名称」をクリックすると詳細情報が表示されます。
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1-1.出願番号での検索④

・商標の詳細情報が表示されます。「商标流程」タブをクリックすると経過情報が表示されます。

・「商标状态图标」には商標五庁（日本、米国、欧州、韓国、中国）共通のステータス定義マークが表示されます。

特許庁：共通ステータス定義 https://www.jpo.go.jp/news/kokusai/tm5/document/index/cds_jp.pdf
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前画面の商標名称の表示は
「鹿儿岛」でしたが、実際の
商標は「鹿児島らーめん」

商標の日本語漢字が繁体字
で 表 示 さ れ 、 か な 部 分 は
データベースに格納されて
いないことにご注意ください。

青字をクリックすると、指定さ
れている商品役務の全てと
類似群コードを一覧表示す
ることができます。

「商标状态图标」には商標五庁（日本、米国、欧州、

韓国、中国）の共通ステータス定義マークが表示さ
れます。
緑色は有効（生存）、赤色は無効（消滅）と大きく色
分けされ、中の絵柄は状態を表します。



1-2.漢字／アルファベット商標の検索１（同一／先頭一致）①

・商标综合查询をクリック
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1-2.漢字／アルファベット商標の検索１（同一／先頭一致）②

・「商标名称」にアルファベットまたは漢字（事前にGoogle翻訳等を使用して簡体字にして）入力し、「查询」をク

リックします（入れ直しは「重填」）。

・「国際分類」は省略すると全区分で検索します。複数区分は入力できません。
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現時点では繁体字も簡体
字に変換して検索されます
が、念のため中国本土で
使用される簡体字での検
索を推奨します。
鹿児島（日本漢字） 0件
鹿儿岛（簡体字） 3件
鹿兒島（繁体字） 3件



1-2.漢字／アルファベット商標の検索１（同一／先頭一致）③

・「商标名称」に入力した文字列と先頭一致の商標が出願日順（降順）で表示されます。

・青字で表示されている「申请/注册号」か「商标名称」をクリックすると詳細情報（ 1-1.出願番号での検索④参照）

が表示されます。
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先頭一致！

部分一致検索は
できません



1-3.漢字／アルファベット商標の検索２（類似検索・文字）①

・商标近似查询をクリック
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1-3.漢字／アルファベット商標の検索２（類似検索・文字）②

・「国际分类」に区分（必須、複数不可）を「商标名称」にアルファベットまたは漢字（事前にGoogle翻訳等を使用

して簡体字にして）入力、「查询」をクリックします（入れ直しは「重填」）。

・ 「商标名称」がアルファベットの場合は「查询方式」で英文、漢字の場合は汉字を選択します
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选择查询（選択検索）で検索オプションを選ぶこともできます



1-3.漢字／アルファベット商標の検索２（類似検索・文字）③

・検索条件により近似する商標が類似度順で表示されます。

・青字で表示されている「申请/注册号」か「商标名称」をクリックすると詳細情報（ 1-1.出願番号での検索④参照）

が表示されます。
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初期表示は
類似度順

出願日順（降順）
出願人順に変更
可能です

商標イメージ一覧表示に切換え
ることができます。

★切り替えると初期表示（類似
度順で先頭から）に戻ってしまう
ことにご注意ください。



1-3.漢字／アルファベット商標の検索２（類似検索・文字）④

・商標イメージ付きの一覧が類似度順で表示されます。

・青字で表示されている「商标名称」をクリックすると詳細情報（ 1-1.出願番号での検索④参照）が表示されます。
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初期表示は
類似度順

出願日順（降順）
出願人順に変更
可能ですが、変
更しても出願日、
出願人は表示さ
れないことにご
注意



1-4.ひらがな／カタカナ商標の検索（類似検索・図形コード）①

・商标近似查询をクリック
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1-4.ひらがな／カタカナ商標の検索（類似検索・図形コード）②

・「国际分类」に区分（必須、複数不可）を入力、「查询方式」で图形（図形）を選択、「图形编码」に半角で28.3

（日本文字の図形コード）を入力します。
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1-4.ひらがな／カタカナ商標の検索（類似検索・図形コード）③

・多くの商標が表示されるため、出願日順に表示して定期的に新規出願を確認することをおすすめします。

・青字で表示されている「商标名称」をクリックすると詳細情報（ 1-1.出願番号での検索④参照）が表示されます。
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初期表示は
類似度順

出願日順（降順）
出願人順に変更
可能です

商標イメージ一覧表示が初期表
示です。イメージ無しの一覧表
示に切換えることができます。

★切り替えると初期表示（類似
度順で先頭から）に戻ってしまう
ことにご注意ください。



1-5.操作上の注意①（チューリングテスト）

・メニュー画面からの移動時にチューリングテストが表示されることがあります

・下の形式が多いようですが「図形を指定位置にマウスで移動させる」「読みが同じ数字を入れる（参→3）」など、

幾つかの形式があるようです。
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1-5.操作上の注意②（次に進まずメニューに戻ってしまう）

・検索結果が表示されずメニュー画面が表示されてしまうことがあります

・新たに表示されたメニュー画面から再度検索し直すと、検索結果が表示されることがあります。
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1-5.操作上の注意③（出错啦！エラー！）

・使用中に下のエラーが表示されることがあります

・一度ウィンドウを閉じて時間を空けてアクセスする、別のブラウザからアクセスする等で使えることがあります
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エラーが発生しました！

システムのアクセス保護ルールを起動しました。1-3時間後に
もう一度お試しください。

また、以下のような望ましくない要因は除外してください。

1.使用する端末にサードパーティのクエリソフトウェアまたはプ
ラグインがインストールされている

2.パブリックIPアドレスを共有すると、システムアクセス保護
ルールが起動されます

事件ID：5339-6276-2886

ホームページに戻る



2.台湾

・次のURLにアクセス： https://twtmsearch.tipo.gov.tw/OS0/OS0101.jsp

・申請人及案號查詢(2-1)、圖樣文字查詢(2-2) 、圖形近似檢索 (2-3)を使用します

令和２年度海外知的財産保護・監視委託事業 農林水産知的財産保護コンソーシアム 21

②

 智慧財産局商標檢索

正常に表示されるように「互換表示設定」をオンにしないでください。
機能改善情報：
（省略）

新規商標出願の申請日から検索システムに収録されるまでの日数。
(1)インターネット申請の場合は、4日目から表示されますが、 データ確認のた
め、申請日から約14営業日後に再度ご確認ください。
(2)紙申請の場合は、10日目頃から表示されますが、データ提出・確認作業の
関係上、申請日から約40営業日後に再度ご確認ください。

xクリックで説明
ウインドが閉じます



2-1.出願番号での検索①

・文字近似檢索が初期表示されています

・申請人及案號查詢（人のアイコン）をクリックします
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2-1.出願番号での検索②

・確認する商標の出願番号がわかっている場合「申請號」に、登録番号がわかっている場合「註冊/審定號」に、

半角数字で番号入力し、「查詢」をクリックします（入れ直しは「清除條件」）。
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2-1.出願番号での検索③

・番号に該当する商標が表示されます。

・表内の文字をクリックすると詳細情報が表示されます。
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検索条件入力に戻る

日付は民国暦（台湾年）で
表示されます。

西暦年-1911=民国暦

背景色で状態を表示
水色：出願中
ピンク：登録
オレンジ：拒絶

EXCEL出力や簡易⇄詳細、グリッド表示の切り替えができます



2-1.出願番号での検索④

・商標の詳細情報が表示されます。表示されるタイムラインの「今点」（赤）が現在のステータスです。
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2-1.出願番号での検索⑤

・画面を下スクロールした状態です。

・指定商品役務、経過情報等を見ることができます。各項目名をクリックすることで表示／非表示もできます。
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圖樣文字分析では商標を文字種毎に分析しています。
漢字部分と仮名部分を分けて認識していることがわかり
ます。



2-2.漢字／アルファベット／かな商標の検索①

・初期表示の文字近似檢索からの操作をご紹介します。

・布林資料查詢（ベン図のアイコン）プルダウンから「2.圖樣文字查詢」をクリックします
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2-2.漢字／アルファベット／かな商標の検索②

・「圖樣中文」「圖樣英文」「圖樣日文」に、それぞれ文字列を入力（or条件になります）、プルダウンから「字串相同（部分

一致）」を選択。 「查詢」をクリックします。
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選択せずに実行すると「運算元欄位不可空白」（演算子
フィールドが空白）とエラーメッセージが表示されます。

圖樣中文は繁体字で入力する
必要があります。

繁体字と異なる日本語漢字で検
索した場合、検索は実行されます
がヒットしませんのでご注意くださ
い。
Google翻訳等で対応する繁体字
を確認しておく必要があります。

日付項目(YYY/MM/DD)は民国暦（台湾歴）で入力します。

西暦年-1911=民国暦



2-2.漢字／アルファベット／かな商標の検索③

・条件に該当する商標が表示されます。

・表内の文字をクリックすると詳細情報（2-1.出願番号での検索④、⑤参照）が表示されます。
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3.香港①

・次のURLにアクセス： https://esearch.ipd.gov.hk/nis-pos-view/#/

・Search for Trade Marksをクリックします
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②

 香港知的財産局



3.香港②

・利用者への確認事項が表示されるので確認しACCEPTをクリックします
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②

 智慧財産局商標檢索



3-1.出願番号での検索①

・Quick Searchが初期表示されます。

・確認する商標番号を「Trade Mark Number」に半角数字で番号入力し「Search」をクリックします。
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3-1.出願番号での検索②

・検索画面の下に番号に該当する商標が表示されます。

・「Trade Mark Number」をクリックすると詳細情報が表示されます。
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EXCEL出力や簡易⇄詳細、グリッド表示の切り替えができます



3-1.出願番号での検索③

・商標の詳細情報が表示されます。
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検索条件入力/結果に戻る



3-2.漢字／アルファベット商標の検索①

・「Trade Mark Text」に検索する文字列を、区分で絞り込む場合は「Class Number」に区分を入力します。

・「Trade Mark Text」の*（ワイルドカード）、複数文字列のカンマ区切りはor条件、空白区切りはand条件です。
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【注】日本語漢字を検索
する場合は、必ず繁体
字もカンマ区切りで検索
してください。

日本語漢字のデータ格納は繁体字
変換されているものと、日本語漢字
のまま格納されているものが混在し
ています。



3-2.漢字／アルファベット商標の検索②

・検索画面の下に番号に該当する商標が表示されます。

・「Trade Mark Number」をクリックすると詳細情報（3-1.出願番号での検索③参照）が表示されます。
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EXCEL出力や簡易⇄詳細、グ
リッド表示の切り替えができま
す

この商標は日本語漢字では検
索できませんでした。

この商標は繁体字では検索で
きませんでした。



3-3.ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）①

・「Device Code」に28.3.3（「スタイライズされた日本語」の図形コード）を入力します。

・多くの商標が発見されるので、「Class Number（区分）」や「Filing Date（出願日）」を入力し絞り込みます。
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3-3.ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）②

・検索画面の下に番号に該当する商標が表示されます。

・「Trade Mark Number」をクリックすると詳細情報（3-1.出願番号での検索③参照）が表示されます。
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グリッド表示への切り替えができます
表示件数を最大100件まで変
更できます。



3-3.ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）③グリッド表示

・グリッド表示では商標イメージが視覚的に把握しやすい形式で表示されます。

・「Trade Mark Number」をクリックすると詳細情報（3-1.出願番号での検索③参照）が表示されます。
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一覧表示への切り替えができます



4.Global Brand Database

・次のURLにアクセス： https://www3.wipo.int/branddb/en/

・インド、インドネシア、オーストラリア、カナダ、カンボジア、シンガポール、タイ、ニュージーランド、フィリピン、

ベトナム、マレーシア、ラオス、国際登録、EU、米国、韓国、等をはじめ60ヵ国以上の商標検索が可能です。
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②



4-1.出願／登録番号での検索①

・ SEARCH BY（左側）の「Numbers」タブをクリックし、確認する商標の出願番号がわかっている場合「Application」

に、登録番号がわかっている場合「Registration」に半角数字で番号を入力し、「search」をクリックします。
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4-1.出願／登録番号での検索②

・該当する商標が一覧表示されます。

・行内をクリックすると詳細情報が表示されます。
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検索条件入力へ戻ります

行内クリックで詳細表示

TMviewと連携することがで
きます



4-1.出願／登録番号での検索③

・商標の詳細情報が表示されます。
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検索結果一覧へ戻ります



4-2.漢字／アルファベット商標の検索①

・当局商標データベースに漢字が文字として、または読みがアルファベットで格納されているものを検索します。

・ SEARCH BY（左側）の「Brand」タブをクリックし、「Text」に、検索する文字列を入力して「search」をクリックします。

・日本語は”（半角ダブルクォーテーション）で挟み、漢字をピンインに変換して格納する英語圏国への対応としてピ

ンインも検索条件に入れます。カンマ区切りで複数語を入力した場合 or（いずれかに該当）検索になります。
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条件を引き継いでTMviewに連携します



4-2.漢字／アルファベット商標の検索②

・該当する商標が一覧表示されます。

・SEARCH BY（左側）で検索条件を追加することができます。

・追加された条件はand（すべて該当）検索になります。
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区分をカンマ区切りで追加します。



4-2.漢字／アルファベット商標の検索③

・追加した検索条件に該当する商標が一覧表示されます。

・FILTER BY（右側）で絞り込むこともできます。
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Souceタブをクリックし、
国コードをクリックします。



4-2.漢字／アルファベット商標の検索④

・ FILTER BY（右側）の絞り込み条件に該当する商標が一覧表示されます。

・行内をクリックすると詳細情報（4-1.出願／登録番号での検索③参照）が表示されます。
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行内クリックで詳細表示



4-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）①

・図形コードによる検索方法です。

・「Brand」タブをクリックし、「Image Class」欄に US.28.01.03 VC.28.03 を入力して「search」をクリックします。

・選択窓を使用して図形コードを設定する場合、「Brand」タブの「Image Class」横の入力ガイドボタンをクリック、窓

内の「Class Description」欄にJapaneseと入力して「search」をクリックします。
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4-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）②

・検索結果をクリックすると「Image Class」欄にコードがセットされます。

・図形コード検索窓右上の×をクリックし検索窓を閉じます。

令和２年度海外知的財産保護・監視委託事業 農林水産知的財産保護コンソーシアム 49



4-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）③

・該当する商標が一覧表示されます。

・商標イメージを確認しやすいグリッド表示に切り替えます。
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グリッド表示へ切り替える



4-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）④

・SEARCH BY（左側）、FILTER BY（右側）で件数を絞り込むなどして確認を行います。
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4-4.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（イメージ）①

・検索する漢字／ひらがな／カタカナのイメージファイル(jpeg等)を作成、イメージに近似する商標を検索します。

・図形コードを付加しない国の商標も検索することができます。

・ FILTER BY（右側)の「image」タブをクリックします。
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4-4.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（イメージ）②

・「browse」ボタンをクリック、検索するイメージファイルを選択します。
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4-4.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（イメージ）③

・イメージがアップロードされます。

・Pick a strategyで「concept」を選択し、「filter」をクリックします。
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4-4.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（イメージ）④

・グリッド表示にし、日本語でないものも含め多くの商標が検出される為、SEARCH BY（左側）、FILTER BY（右

側）で件数を絞り込むなどして確認を行います。
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5.TMview

・次のURLにアクセス： https://www.tmdn.org/tmview/welcome

・インド、カナダ、カンボジア、フィリピン、マレーシア、国際登録、EU、米国、韓国、ロシアをはじめ70ヵ国以上の商

標検索が可能です。文字としての日本語（漢字、ひらがな、カタカナ）検索は作成日時点では正しく動作しません。
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②

詳細オプションを表示します



5-1.出願／登録番号での検索①

・確認する商標の出願番号がわかっている場合「申請番号」に、登録番号がわかっている場合「登録番号」に、

半角数字で番号入力し、「検索」をクリックします（「クリア」は画面一番下にあります）。
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5-1.出願／登録番号での検索②

・該当する商標が一覧表示されます。1件のみの場合は拡張ビューで表示され、フィルターも表示されません。

・商標名、申請番号をクリックすると詳細情報が表示されます。
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展開する／しない
の切換です

検索条件入力へ戻ります

一覧 拡張 グリッド 統計

Global Brand Databaseと
連携することができます



5-1.出願／登録番号での検索③

・商標の詳細情報が表示されます。
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検索結果一覧へ戻ります



5-2. アルファベット商標の検索①

・表示される「商標名を入力」に検索する文字列を入力、検索方法は「部分一致」を選択します。
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5-2. アルファベット商標の検索②

・地域や国を絞り込む場合はテリトリーまたは機関をクリックしてプルダウンから選択します。

・商品およびサービス（区分）等も同様に選択入力できます。画面上下にある「検索」ボタンをクリックします。
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5-2. アルファベット商標の検索③

・該当する商標が一覧表示されます。1件のみの場合は拡張ビューで表示されます。

・商標名、申請番号をクリックすると詳細情報（5-1.出願／登録番号での検索③参照）が表示されます。

令和２年度海外知的財産保護・監視委託事業 農林水産知的財産保護コンソーシアム 62

フィルター条件を選択すると検
索結果が絞り込まれます。

一覧 拡張 グリッド 統計

検索条件入力へ戻ります



5-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）①

・アメリカ以外での商標を検索する場合、バージョン「WIPO」を選び、ウイーン分類「28.3」を入力します

（アメリカの商標を検索する場合、バージョンUSPTOを選び、ウイーン分類28.1.3を入力します）。

・多くの商標が発見されるので、「商品」および「サービス」や「商標の状態」、他を入力し絞り込みます。
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英語表示では28.03 - INSCRIPTIONS IN 
CHINESE OR JAPANESE CHARACTERS 
となっており日本語化の際の語訳と思われ
ます。



5-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）②

・該当する商標が一覧表示されます。グリッド表示への切換も可能です。

・商標名、申請番号をクリックすると詳細情報（5-1.出願／登録番号での検索③参照）が表示されます。
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フィルター条件を選択すると検
索結果が絞り込まれます。

多くの図形商標を確認で
きるグリッド表示を選択
します

検索条件入力へ戻ります



5-3.漢字／ひらがな／カタカナ商標の検索（図形コード）③

・グリッド表示では商標にマウスを乗せると当該商標の情報が表示されます。

・商標名、申請番号をクリックすると詳細情報（5-1.出願／登録番号での検索③参照）が表示されます。
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フィルター条件を選択すると検
索結果が絞り込まれます。

検索条件入力へ戻ります

マウスを乗せた商標の
情報が表示されます。



お問い合わせ

• 本リーフレットは農林水産省の海外知的財産保護・監視委託事業により農林水産知的財産
保護コンソーシアム事務局（株式会社マークアイ）が作成しました。

問合せ先：株式会社マークアイ

〒107-0052 東京都港区赤坂2-17-7 赤坂溜池タワー8F 

TEL:03-6862-9953 FAX:03-6862-9930

HP：https://trademark.jp Email：maff@mark-i.jp 

• 記載事項についてのご質問は以下の問合せ先までお願いします。
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問合せ先：農林水産省 食料産業局 知的財産課

〒100-8950 東京都千代田区霞が関1-2-1

TEL:03-6738-6317 HP：https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/b_conso/index.html
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