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GoToWebinar の利用方法
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本日のウェビナーの流れ
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プレゼンテーション

参加型の質疑応答

Q& Aセッション

プレゼン資料

（Madrid Webinar pageよりダウンロード可）

アンケート

https://www.wipo.int/madrid/en/webinar/


本日の説明概要

1. 新型コロナウィルスに関する措置

2. マドリッド関連の近年の動向

3. 今後のマドリッド制度の進展
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新型コロナウィルスに関する措置



新型コロナウィルスに関する救済措置

WIPOへの連絡期限を厳守できなかった場合の免除

新型コロナウィルスを理由とする免除請求

証拠提出の免除

期限満了日から6ヶ月以内

更新手続への適用

WIPO’s COVID-19 response: 
https://www.wipo.int/covid-19/en/
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COVID-19 IP policy tracker

https://www.wipo.int/covid-19/en/
https://www.wipo.int/covid19-policy-tracker/#/covid19-policy-tracker/ipo-operations


質問１
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新型コロナウィルスにより連絡期限を遵守できない場合
の期間免除については、どの手続きに適用されますか？

WIPOのみ

WIPOと指定締約国官庁

指定締約国官庁



質問２

新型コロナウィルスにより応答期限を遵守できなかった
場合の期間免除に関する請求期限はいつまででしょうか?

期限なし

1か月以内

6か月以内
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郵便業務による欠陥

WIPOからの通信ミスを避ける方法

どういった連絡が電子的に送付されるのか。

Madrid Monitorでのメールアドレス登録の有無の確認
方法: https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/

メールアドレスの登録・変更方法: 
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/


メールアドレス登録の有無の確認①
Madrid Monitor: 
https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp
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https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/index.jsp


メールアドレス登録の有無の確認②
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メールアドレスの登録方法
Contact Madrid: 
https://cswipo.formstack.com/forms/wipo_notifications
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https://cswipo.formstack.com/forms/wipo_notifications


メールアドレスの変更方法
名義人: 
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/

代理人: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/m
adrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf
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https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm10.pdf


マドリッド制度に関する近年の動向



マドリッド制度に関する近年の動向

2020.
オンライン化の進展

-2020.12.31
BREXIT移行期間終了

新しいMM様式
ガーンジー島

2021.1.12-
トリニダード・トバ
ゴ:107番目の締約国

2021.2.1-
メールアドレスの
義務化及び代替
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© WIPO/E. Berrod



Madrid Application Assistant
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出願書類の作成ツール：
https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2020/news_0014.html

https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2020/news_0014.html


Limitation of Goods and Services (オンライン)
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オンライン上で国際登録で指定された一部または全ての締約国の商品
サービスの限定び料金支払いをするためのサービス：
https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2020/news_0021.html

クレジットカードまたはWIPO Current Account (予納口座）が必要

https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2020/news_0021.html


BREXIT移行期間終了：2020.12.31

移行期間までにEUで保護された国際登録は、自動的に無料で
英国登録簿に同等の英国商標を作成

保護された指定ごとに同等の英国商標を1つ作成

国際登録の日又は事後指定日を保持

移行期間までにEUで保護されていない国際登録は、 2021年
1月1日から9か月以内にUKIPOにて国内商標登録を申請可能
。EU指定の最初の日付を保持。

議定書は、2021年1月1日以降に英国を指定する国際登録及
び事後指定に関してジブラルタルに適用。
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ガーンジーへの議定書批准の拡張:2021.1.1

英国から独立して国際登録及び事後
指定でガーンジーを指定可能

暫定拒絶通報期間は1年

現時点では個別手数料の宣言なし (将
来的な宣言が想定される)

標章を使用する意思の宣言

出願資格: ガーンジーに住所、営業所
を有すること又は英国国籍
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トリニダード・トバゴ議定書発効:2021.1.12

暫定拒絶通知の18箇月の期間の宣言、及び
18箇月の期間満了後の異議の申し立てによ
る暫定拒絶通報できる旨の宣言（議定書第
5条(2)(b)及び(c)）

個別手数料の宣言（議定書第8条(7)(a)）: 
https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/202
0/madrid_2020_71.pdf

標章を使用する意思の宣言（第7規則(2)）
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(Photo: WIPO/Berrod)

https://www.wipo.int/edocs/madrdocs/en/2020/madrid_2020_71.pdf


質問３
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国際登録出願願書（MM2）等の最新の様式をすでに使用
したことがありますか？

ある。

ない。

新しい様式を知らない。



様式のアップデート

必須事項を強調した新しいデザイン

新しい出願人・名義人や代理人がメ
ールアドレスを記載するための個別
項目の創設

共同出願人 (名義人) の新しい連続用
紙 (continuation sheet )

表紙 (cover page) の削除
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新様式のマニュアル
Notes for Filing: 
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/notes_fo
r_filing_forms_mm2_mm4_to_mm12.pdf
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https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/notes_for_filing_forms_mm2_mm4_to_mm12.pdf


メールアドレスに関する新しい規則:2021.2.1

電子メールアドレス表示の規定

国際出願時の出願人

名義変更の際の新たな名義人

新たに選任された代理人

共有名義人のための１つの署名
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FAQ：https://www.wipo.int/madrid/en/faq/

https://www.wipo.int/madrid/en/faq/


質問４

マドリッド出願する際、出願人のメールアドレスの記載
欄に代理人のメールアドレスを記載することは可能でし
ょうか。

できる。

できない。
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代替に関する新しい規則①：2021.2.1
既に国際登録前に各国登録を有する所有者は、そこから生じる権利
を害することなく、国際登録に代替可能（議定書第4条の2(1)）

商標が同一

名義人が同一

国際登録の保護が国内登録後にその指定国に及んでいること

国内登録の商品・役務は国際登録の商品・役務に含まれていること

指定国に代替を国内登録簿に記録するよう請求も可能（議定書第4
条の2(2)）。

前記請求により代替が記録された場合、その国から国際事務局に通

報して国際登録簿に記録（第21規則）。



代替制度の運用に関する調和 (代替原則の規定:第21規則)

複数の国内登録又は広域登録を代替する可能性

代替された国内登録に基づき国際登録を拒絶してはならない

代替された国内登録と国際登録の共存（Coexistence）

IBによる国際登録の通報日又は事後指定日から、議定書第4条の2(2)に基づ
く指定締約国官庁に直接申請が可能

代替の効力発生日

一部代替の発効（2021.11.1）。2025.2.1までは適用義務
は負わない。
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代替に関する新しい規則②：2021.2.1



参考：最新の規則・実施細則・ガイド

標章の国際登録に関するマドリッド協定の議定書に基づく規則（
2021.2.1発効）： https://wipolex.wipo.int/en/text/580362

標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する議定書の適用のた
めの実施細則（2021.2.1発効）：
https://wipolex.wipo.int/en/text/580365

マドリッド協定及び同協定議定書に基づく標章の国際登録に関する
ガイド（2021年公表）：
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4538&pla
ng=EN
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https://wipolex.wipo.int/en/text/580362
https://wipolex.wipo.int/en/text/580365
https://www.wipo.int/publications/en/details.jsp?id=4538&plang=EN


今後のマドリッド制度の進展



Management of Representative (オンライン)
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オンライン上で国際登録簿上の代理人の選任や代理人の取消、代理人
の変更手続きをするためのサービス：
https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0006.html

https://www.wipo.int/madrid/en/news/2021/news_0006.html


パキスタン議定書発効:2021.5.24

暫定拒絶通知の18箇月の期間の宣言、及び
18箇月の期間満了後の異議の申し立てによ
る暫定拒絶通報できる旨の宣言（議定書第
5条(2)(b)及び(c)）

個別手数料の宣言（議定書第8条(7)(a)）: 

標章を使用する意思の宣言（第7規則(2)）
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(Photo: WIPO/Berrod)



2021年11月発効予定の規定

手続遅延による救済措置の拡充の規則改正（第5規則）

住所の記載を必要としない簡素化された事後指定（第24
規則(3)(a)(ii)）

出願時や名義変更時を除いた事後指定等の他の手続に伴
う代理人選任手続の廃止、別個の代理人選任の届出（第
3規則）
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澤里 和孝

法務官、マドリッド法務部、
マドリッド登録部、WIPO

Q&Aセッション

2021年 3月4日

目黒 潤
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マドリッド制度の最新情報

マドリッド制度ウェブサイト

マドリッド関連ウェビナー

マドリッド制度チュートリアル

コンタクトマドリッド

マドリッドニュース

https://www.wipo.int/madrid/ja/
https://www.wipo.int/madrid/ja/webinar/
https://www.wipo.int/madrid/ja/news/2019/news_0020.html
https://www3.wipo.int/contact/en/madrid/
https://www.wipo.int/newsletters/en/
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WIPO日本事務所四季報（ニュースレター）の購読登録のご案内

https://www3.wipo.int/newsletters/ja/#wipo_japanにアクセス

WIPO本部やWIPO日本事務所関連の主要なニュースや活動の情報を

日本の読者向けにアレンジしてメールで年4回配信しています（日・英）

＜ご登録のメリット＞

✔ 通常は英語で発信されるWIPOの情報を

日本語でまとめて効率よく入手できます

WIPO日本事務所四季報（ニュースレター）とは？

“定期購読する”のボックスに✔を入れる。

なお、WIPOマガジン（年４回発行）、PCTニュースレター（月１回発行）
も同時に購読登録が可能です！

ご登録方法 ※日本語版にご登録の場合

氏名／メールアドレス／職業／居住国／興味のある分野を記入または選択。

“申し込む”をクリックで完了！

ステップ１

ステップ２

ステップ３

英語版をご希望の場合、下記のリンクからお申込可能です。

https://www3.wipo.int/newsletters/en/

英語版では、マドリッドやハーグ等、様々なニュースレターを

ご購読いただけます！

登録は簡単３ステップ（約１分）！

https://www3.wipo.int/newsletters/ja/#wipo_japan
https://www3.wipo.int/newsletters/en/

