
マドリッド制度のE-Services 

世界中で商標を守るために
必要なツール

検索出願監視管理





マドリッド制度は、世界貿易の80％
以上を占める加盟国で出願人の商標
の登録と管理を行うための、信頼性
が高く、便利で経済的なソリューショ
ンです。 

WIPOはマドリッド制度の運営を担っ
ており、利用者に幅広いサービスを提
供しています。

マドリッド制度のオンラインツールを
用いることにより、国際登録の手続を
簡素化し、商標のライフサイクルの各
段階を管理することができます。

 

 



検索
出願人の商標が他者又は他企業の権利と競
合する場合、この商標を使用したり、登録し
たりすることはできません。

そのため、出願人が各国への出願又は国
際登録出願を行う前に、ターゲットとする
国で既存の商標が存在しないかを検索・確
認することが重要です。検索を行うことに
より、出願人の商標と類似または同一の商
標が既に存在している場合にはこれを特定
し、同じ商標を出願してしまうのを防ぐ役割
があります。
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先行商標調査に関する詳細は
こちらをご覧ください

http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/search/index.html
http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/search/index.html


Global Brand Database

機能
シンプルでありながら高性能なこのツールを
使用することで、ターゲットとする国において
既に同一または類似する商標が存在するか
どうかを、各国の商標と国際登録商標から検
索できます。

特徴と利点
 •  マドリッド制度を通じた国際登録商標及

び各国の商標を含む35以上のデータベー
スから2800万件以上の商標の検索

 •  イメージサーチ機能を含めた、14種類の
検索フィールド

 •  米国の図形分類とウィーン図形分類によ
る図形商標検索、及びニース国際分類に
よる閲覧

 •  検索用語のサジェスト機能（検索欄に文
字を入れると、その文字に続く候補が自
動的に表示される機能）

 •  検索結果及び履歴のダウンロード
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出願
国際登録出願をする前に、あなたが
居住等する国の知財庁（本国官庁）に
おいて商標の出願または登録をして
いる必要があります。この出願または
登録（基礎商標）は、マドリッド制度
の国際登録出願の基礎となることが
できます。

国際登録出願をするには、保護を求
める商品または役務をリストアップ
し、保護を求める国または地域を指
定し、必要な手数料を支払う必要が
あります。

Madrid Goods & Services 
Manager

機能
国際登録出願を行う商品及び役務のリ
ストを作成し確認します。何千もの収録
語から、最新版の商品及び役務の国際分
類（ニース国際分類）に従い、リストを作
成します。

特徴と利点
 •  一覧を作成し、最大18ヶ国語に翻訳
 • WIPO及び加盟国の商品・役務の表示

の採択可能性の確認
 • 61,000件以上の英語表示から選択可能
 • ニース国際分類のアルファベット順リ

スト、類見出し、注釈を基にしたリスト
の作成

 • リストをテキスト形式でインポート及び
エクスポートし、各国の国内出願また
は国際登録出願に使用
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国際登録の出願方法に関する詳細は
こちらをご覧ください

http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/file/index.html
http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/file/index.html


Member Profiles Database

機能
マドリッド制度加盟国の商標に関する法令
及び手続について学び、ターゲットとする
国で商標登録される要件を満たしている
かどうかを確認できます。 

特徴と利点
 •  マドリッド制度の加盟国の問い合わせ

先を確認
 • 本国官庁を通じた国際登録出願に必

要な規則及び手続について理解
 • ターゲットとする国で保護が認められ
ている商標を確認

 • ターゲットとする国での拒絶の応答、
異議申立、再審、審判の期限を含む指
定国の規則及び手続について確認

Fee Calculator

機能
国際登録出願の各種手数料を計算し、出
願人の商標の保護の地理的範囲を追加し
た場合（事後指定）の費用や、国際登録
を更新する場合の費用を確認することが
できます。

特徴と利点
 • 最新の手数料一覧表に従い、指定国

及び区分の数を元に費用を計算
 • 後発開発途上国(LDCs)の出願人に適

用される手数料の割引金額を計算

7

ヒント
International Application Simulator 

を使用すると、マドリッド制度を利用する出
願人適格を満たすかどうかを調べることが
できます。また、ターゲットとする国で保護
を求めることができるかを確認し、出願手
数料を計算することができます。

http://www.wipo.int/madrid/en/madrid_simulator/


監視
本国官庁を通じて国際登録出願した
後、WIPOの審査の進捗行状況を確
認できます。

WIPOにおいて国際登録された後も、
指定国における審査の進捗情報や、
保護が認められたかまたは拒絶され
たかどうかを確認できます。 
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国際登録の監視に関する詳細は
こちらをご覧ください
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Madrid Monitor

機能
国際登録出願または登録の状況、マドリッ

ド制度を通じて登録された全ての商標の
詳細な情報を確認し、競合相手の商標を
監視することができます。

特徴と利点
 • 直感的な検索インターフェースを使用
して情報を閲覧

 • 検索結果と条件を作成、保存、共有
 • 国際登録及び関連する請求（名義変

更及び更新を含む）の状況をリアルタ
イムに確認

 • 商標の保護がどの国で認められたかま
たは拒絶されたかを確認

 • 関心のある国際登録に動きがあった
際にメールを受け取る

 • WIPO Gazette of International Marks 
(公報)を閲覧  

ヒント
Member Profiles Databaseを使
用すると、審査、不使用取消、拒絶
理由、異議申立、第三者情報提供な
どに対する期限を確認することがで
きます。

http://www.wipo.int/madrid/memberprofiles/#/


管理
マドリッド制度を通じて国際登録がさ
れると、登録された商標全体に対す
る重要な変更を一つの手続でまとめ
て行うことができます。国際登録商標
を変更して、地理的範囲を拡大したり

（事後指定）、権利の譲渡または更新
を行うことができます。 
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国際登録の管理に関する詳細は
こちらをご覧ください

http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/manage/index.html
http://www.wipo.int/madrid/ja/how_to/manage/index.html


その他の便利な管理用ツール

e-Subsequent Designation
オンラインで国際登録の地理的範囲の
拡大の申請（事後指定）をすることがで
きます。

e-Renewal
オンラインで複数の国での国際登録を更
新することができます。

e-Payment
クレジットカードまたはWIPOの予納口座
を利用して、各種変更、事後指定、更新な
どの手数料を支払うことができます。
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Madrid Portfolio Manager

機能
1つのアカウント（WIPOユーザーアカウン
ト）で安全にアクセスし、国際登録商標を
管理することができます。

特徴と利点
 • 変更、更新、事後指定の請求
 • 請求の進行状況の確認
 • 手数料の支払い
 • 国際登録商標の全体または一部の管

理権限の委任
 • 各国の知財庁及びWIPOからの通報の

閲覧とダウンロード
 • 国際登録簿の抄本の請求



世界知的所有権機関
34, chemin des Colombettes
P.O. Box 18
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

電話番号： + 4122 338 91 11
ファックス： + 4122 733 54 28

WIPO外部事務所の問い合わせ先はウェッブサ
イトwww.wipo.int/about-wipo/en/offices/　をご参
照ください。

マドリッド制度で利用できるすべてのE-Servicesに関す
る詳細は、www.wipo.int/madridでご確認ください
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