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1. データベースへのアクセス 

 

オーストラリア商標を収録したデータベース（ＤＢ）としては、無料のものとして下記の

ような情報源が存在する。このミニガイドでは原則無料、かつ数年間にわたり安定運用さ

れているＤＢを紹介する。 

 

 

◆IP オーストラリア（旧名称：オーストラリア知的財産庁）が運用するＤＢ 

 

1.1. ATMOSS （Australian Trade Mark On-line Search System） 

 1.1.1 運営母体 IP オーストラリア 

  http://www.ipaustralia.gov.au/ 

 1.1.2 ＵＲＬ 

 http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start 

 1.1.3 特徴  IP オーストラリアが運営する商標データベースであり、1906 年登録からの

オーストラリア商標について、番号、日付、キーワード、権利者、分類コ

ード等で検索および閲覧を行うことが可能である。 

 

1.2. Official Journals for Trade Marks 

1.2.1 運営母体 IP オーストラリア 

http://www.ipaustralia.gov.au/ 

 1.2.2 ＵＲＬ

 http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/publications/journals/ 

1.2.3 特徴 IP オーストラリアが運営するオンラインジャーナルであり、官報の PDF イ

メージについては、2005 年１月発行のもの以降がダウンロード可能な形式

で http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp 

からアクセスが可能である。 

また、2002 年 1 月以降に発行のオーストラリア商標について、番号、官報

発行日、官報の発行番号、キーワード、分類コード等で検索および閲覧を

行うためのメニューについて、

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/epublish/search_page.jsp  

からアクセス可能である。 

（これらの詳細については、３．補足を参照。） 

http://www.ipaustralia.gov.au/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
http://www.ipaustralia.gov.au/
http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/publications/journals/
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/epublish/search_page.jsp
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2. 商標の検索方法 

 

2.1 検索画面の表示 

商標検索画面の Top は、http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start 

にあるが、IP オーストラリアのトップページからたどる方法についても記載する。まず、

IP オーストラリアのトップページに行く。（ http://www.ipaustralia.gov.au ） 

ウェブサイトの “SEARCH FOR A TRADE MARK”が商標検索データベースの入口となる。（下

図） 

 

さらに下図赤枠で示す “search for a Trade Mark - ATMOSS” をクリックすると、 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
http://www.ipaustralia.gov.au/
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商標データベースである ATMOSS (Australian Trade Mark On-line Search System)シス

テムへの入り口である Logon のページが下図のように表示される。 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start 

 

ここからは 2種類のアクセス方法がある。一方は、ユーザ登録として Name と Password

を入力して Logon する仕組みで、もう一方は無登録でシステムを使う方法である。ユーザ

登録して Logon する方法では、20 日の間、以前に入力した検索の設定や検索結果などを保

存してくれる。 

ユーザ登録して Logon する場合には、Name と Password を入力して Logon を、登録せず

にシステムを使う場合には、Enter as guest をクリックする。下図は、Name と Password

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon.application_start
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を登録せずにシステムに入った場合の画面であり、左下赤枠部に示すように ANONYMOUS と

表示されている。 

 
 

上に示すメニュー画面は、Basic Search のメニュー画面である。左側のメニューの青枠

で囲った部分の Search にカーソルを移動し、Advanced を選択することで、下図のような

Advanced Search のメニューに移動することができる。  

 

 
Basic Search メニューよりも、Advance Search メニューを使う方が、より多くの条件を

設定して、きめ細かな検索を行うことができる。 
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2.2 検索例① キーワード検索 

商標キーワード検索を行うためには、下図の Basic Search のメニューの赤枠①のテキス

トボックスにキーワードを入力することで、検索を行うことができる。 

下の例では、PURIUS というキーワードを設定して検索を行った例である。検索キーワー

ドを入力するテキストボックスのすぐ右側②には、入力したキーワードを完全一致で検索

（Exact word）するか、部分一致（Word prefix、Word suffix、Part word）やあいまい検

索（Fuzzy word）を行うなどのプルダウン選択メニューがある。入力したキーワードを使

ってどのように検索するか、検索方法の選択を行うことができる。 

さらに右側には、先ほど設定したキーワードに追加して、もう一つのキーワードを設定す

るためのテキストボックス③などがある。スペースで区切られたキーワード（例えば 

“JET STREAM”等は、1つのテキストボックスに入力してもエラーとなり処理されないので、

これら 2つのテキストボックスに分けて設定を行う必要がある。2つのキーワードについて

AND 条件を設定するなどは、赤枠④で設定を行う。（スペースで区切られたワードを①と④

のテキストボックスに分けて指定する場合には、通常④として AND を指定する。） 

これらの検索条件に加えて、Trade Mark Status の部分の赤枠で囲っている通り、商標

のステータスを設定する項目⑤がある。下図の例では、Pending and Registered （審査中

あるいは登録済）の条件を設定しているが、他の条件の設定も可能である。これらの設定

の後に、右下の赤枠⑥で示す Search をクリックすると検索が実行される。 

 

 

 

この条件での検索結果としては、例えば下の図のように Hit 結果が表示される。

ここで、表示されている商標番号をクリックすると、各商標の詳細ページが確認で

きる。 

① ② ③

⑥ 

④

⑤
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ここでは 6番目の商標番号 1322328 をクリックした場合について下図に示す。 

 

 

図に示すように、商標番号や、登録日、登録状況、登録者の名称、イメージの登録である

場合にはイメージそのものと、イメージの構成要素に関する記載などが詳細に表示される。 
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2.3 検索例② イメージ検索 

図形を含む商標についても上記のキーワード検索と同じメニューを使い、同様の設定方

法で、テキストボックスにイメージを表すキーワードを入力することで検索を行う。 

イメージ検索をする場合に使用するイメージを示すキーワードについては、サイト内に

資料があるので、以下で、説明を行う。 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmimagedescriptors.xhtml の Webページを

アクセスすると下図のようなメニューが現れる。このメニューから赤枠のテキストボ

ックス①に Search Term を設定して②の Search ボタンをクリックすることで、イメージ検

索に使用するキーワードを得る方法がある。（例えば①のテキストボックスに DOG を指定し

て、②の Search ボタンをクリックすることで、DOG に関連したイメージ検索用のキーワー

ドの候補を得ることができる。） 

また、赤枠③の View All Image Descriptors をクリックして表示されるキーワードリスト

（http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/alldescriptors.xhtml）から適切なものを選

択し使う方法もある。 

 
下図は、実際のイメージ検索の実例として、Basic Search メニューの Word/Image のテキス

トボックス①に、イメージキーワード（図の例では、キーワードリストから Animal のグル

ープ下の、“DOG,POODLE”）を設定し、キーワード種別②として、7）Part Image を選択して、

Search ボタン③をクリックしてイメージ検索しているものを示している。 

 

① 
②

③

① ②

③ 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmimagedescriptors.xhtml
http://pericles.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/alldescriptors.xhtml
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イメージのキーワードは、上記のようにメニューからサーチする方法とは別に、下に示す

リンクの PDF 文書から見つける方法もある。

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon/help/glossary/list_of_top_level_terms.pdf 

 

2.4 検索例③ 番号検索 

番号検索についても、Basic Search のメニューから行う方法を説明する。番号検索を行

う方法には 2種類の方法がある。下図の 3つの赤枠部分で商標番号を設定し、検索を実施

する方法と、下図の青枠に示す部分に商標番号を設定して、検索を実施する方法である。 

下図の赤枠は、TM Number Range のメニューであり商標番号範囲の商標を表示させるメ

ニューである。まず最も左側①の赤枠のプルダウンメニューにより、商標番号の番号範囲

で検索する、あるいは、特定の番号で検索するなどの設定を行う。この図の例では、特定

の番号で検索する場合の設定である。その右側のテキストボックス②には、商標番号を設

定する。これらの設定の後に右側赤枠の Search ボタン③をクリックすれば、検索が行われ、

この図の例では、さきほどのキーワード検索で実施した詳細情報を確認した商標番号

1322328 と同様の検索結果が表示される。 

下図の青枠は、TM Number List のメニューである、商標番号リストとしてカンマで区切

った商標番号を指定して検索を行う。左側青枠①に商標番号リストを入力し、右側青枠②

の Search ボタンをクリックすれば商標検索が行われる。 

 

 

2.5 検索例④ 分類コード検索 

商品カテゴリや役務の種類を設定した検索が可能なメニュー構成になっている。下図の

赤枠の Class の部分に 1から 45 の分類コードを設定することで、該当する分類コードの商

標が検索できる。 

 

① ②
③ 

①

②

http://pericles.ipaustralia.gov.au/atmoss/falcon/help/glossary/list_of_top_level_terms.pdf
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分類コードについては、http://xeno.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml から、

下図のようなメニューを表示させ、赤枠で示すようにキーワード（ここでは Computer 

program）を設定した後、Search ボタンをクリックすることで、検索することが可能である。 

 

また、同様の分類コードについては、日本の特許庁のサイトにも関連資料が収録されてい

る。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm 

 

2.6 検索例⑤ オーナー検索 

オーナー検索については、Advanced Search のメニューから実施する。下図の赤枠で示

すように、Owner 等検索種別をプルダウンメニューで選択し（例では“Owner”）、Owner 名

を設定し（例では“Toyota”）、どの部分での一致を採るか（例では“Part”）を設定し、

Search ボタンをクリックすれば検索が実行される。図面では、空欄になっているが、他の

http://xeno.ipaustralia.gov.au/tmgns/facelets/tmgoods.xhtml
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/ruiji_kijun9.htm
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検索条件を入力した上で検索を実行することも可能である。 

 

 
 

 

3. 補足 

 

3.1. オーストラリア商標オンラインジャーナル 

IPオーストラリアが発行する、商標に関する官報（Australian Official Journal of Trade 

Marks）であり、Web サイト 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/publications/journals/ 

から参照可能である。ここを参照すると下図のような画面となる。 

http://www.ipaustralia.gov.au/about-us/news-media-and-events/publications/journals/
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画面上の①をクリックすると、下図のような画面が現れ、このメニューにおいて、官報

に記載されている商標を、官報の番号、官報の発行日付、官報の記載部分、商標番号、キ

ーワード、分類コードを設定することで、該当する商標を検索することができる。 

下図の検索メニューのページには、 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/epublish/search_page.jsp 

のリンクからも直接たどり着くことができる。 

また上図の画面上の②をクリックすると、発行済みの一連の商標に関する官報 PDF 文書

へのリンクを収録したページを参照することができる。このページについては、 

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp 

を入力することでも、たどり着くことが可能である。 

①

②

http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/epublish/search_page.jsp
http://pericles.ipaustralia.gov.au/ols/epublish/content/olsTrademarkPDFs.jsp
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下図は、商標関連の発行済みの一連の官報の PDF 文書へのリンクを収録したページであ

る。 
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例えば、上図の赤枠部の官報 PDF ファイルへのリンクをクリックすると該当する PDF 文

書ファイルを参照することができる。上部赤枠部分の PDF 文書の一部を抜粋して下図に表

記する。 
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