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Go To Webinar の利用方法(PC) 1/2

資料はこちらからダウンロードできま
す。

質問はこちらに入力して下さい。

矢印マークを押すと、パネルが
折りたたまれます（小さくなりま

す。）

送信された質問は主催側のみに表示され、他
の参加者の方の画面には表示されません。
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講師

資料

「Webカメラ」をクリック
して、講師の画像の
位置を上下左右、好
きな位置に変更可能。

境界線を動かして、
講師画像と資料画像
の大きさを変更可能。

Go To Webinar の利用方法(PC) 2/2
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講師と資料の画面は同時に
映りません。左右にスワイプ
して、どちらかを選んでくださ
い。また、画面をタッチ（ピン
チ）して、資料や画像を拡大
して見ていただくこともでき

ます。

Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 1/2

講師／資料

資料の取得はこちらから

◆iPhoneの場合

講師／資料

質問はこちらから。
タップすると右の画
面になります。

質問を入力して、
「送信」をタップ

送信された質問は主催側の
みに表示され、他の参加者の
方の画面には表示されませ

ん。
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Go To Webinarの利用方法(スマートフォン) 2/2

◆Androidの場合

資料

講師

資料の取得は
こちらから

資料

講師

質問はこちらから。
タップすると右の
画面になります。

質問を入力して、
「送信」をタップ
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本日の内容

1. 規則改正（2021年11月1日施行）

2. 規則改正（2022年11月1日施行予定）

3. 規則改正（2023年2月1日施行予定）

4. 最新の加盟国情報及び作業部会の議論

5. Q&A セッション

6. お知らせ
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ご質問

事後指定、限定の申請中に、代理人を選任を含むこと
はできますか？

できる

できない
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2021年11月1日施行の規則改正(1)

代理人の選任

規則3（2）, （4）の改正により、事後指定、限定等の変更の記
録の一部としての代理人の選任は不可

MM4, 6, 7, 8, 9 及び16から、代理人の選任の項目削除

Management of representative又はMM12等により、別途代
理人の選任の記録を請求
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2021年11月1日施行の規則改正(2)

代理人の辞任

規則3（6）の改正により、選任の取消の通報日から過去6月
間の指定国の通報、WIPOと前代理人との通信の請求不可

代わりに、名義人又は新代理人は、Madrid Portfolio Manger
(MPM)を利用して、指定国の通報を含む通信を入手可能

8



2021年11月1日施行の規則改正(3)

手続遅延の救済措置

規則5の改正前は、不可抗力によりWIPOへ通信が不可能

規則5の改正後は、不可抗力によりWIPOへの手続が不可能

但し、手続遅延の救済を求める者は、期限満了後6月以内に、
十分な証拠とともに、WIPOに請求する必要
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2021年11月1日施行の規則改正(4)

処理の継続

規則5の2の改正により、処理の継続の適用範囲を拡大

規則12(7): WIPOの分類提案に伴う追加の手数料の支払

規則27の2(3)(c):国際登録の分割請求の欠陥への応答
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2021年11月1日施行の規則改正(5)

一部代替の運用の明確化

規則21（3）（d）の改正により、国内登録が国際登録に代替さ

れる場合、国内登録の商品の一部のみであっても代替でき
ることが明確化
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2021年11月1日施行の規則改正(6)

国際登録による国内登録の代替の事例

事例1（全部代替）

国内登録の商品: clothing

国際登録の商品: clothing, shoes

事例2（一部代替）

国内登録の商品: clothing, shoes

国際登録の商品: clothing
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2021年11月1日施行の規則改正(7)

事後指定の要件の緩和

規則24(3)(a)(iii)の改正により、事後指定に名義人の住所は
記載不要

MM4から、名義人の住所の項目は削除

13



ご質問

現在、オンライン・ツール以外で代理人を選任する場合
MM12の使用は必須ですか？

必須

必須でない
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2022年11月1日施行の規則改正(1)

代理人の選任（MM12の使用の義務化）

規則 3(2)(b)の改正により、MM12は任意様式から公式様式

代理人を選任するにはManagement of representative又は
様式MM12の使用が必須

MM12を使用しない代理人の選任の記録の請求は、来年11
月以降は記録されない
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2022年11月1日施行の規則改正(2)

更新料の支払期間の延長

規則30(1)(b)の改正により、更新日の６月前から更新料の支
払いが可能（リマインダーを受理後、すぐ更新手続が可能）

更新料の支払を確認次第、更新日を待たず、更新を記録
（更新登録証を更新日前に入手可能）

一部指定国のみ更新後、更新しなかった指定国の更新を希望する場合は…
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2022年11月1日施行の規則改正（補足資料）

更新登録証、追加登録証（抜粋）
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2023年2月1日施行の規則改正(1)

新しいタイプの標章

規則 9(4)(a)(v)等の改正により、視認可能な商標見本の要件
の削除

許容される商標表示、提出可能なフォーマット等は実施細則
に規定
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2023年2月1日施行の規則改正(2)

新しいタイプの標章(1）

商標の表示（Representation of the Mark）に関する実施細則
セクション11の2の追加

視認可能な商標表示を国際出願中に添付する場合、 20セン
チ平方の枠内
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2023年2月1日施行の規則改正(3)

新しいタイプの標章(2)

視認可能な商標表示の代わりに、以下のデジタルファイルの一
つを、国際出願に添付することも可能

画像データ： JPEG、PNG又はTIFF形式（ST.67）

音声データ：MP3又はWAV形式（ST.68）

映像データ：MP4形式による動画又はマルチメディア記録
（ST.69）
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2023年2月1日施行の規則改正(4)

単一の商標表示

規則9(5)(d)(v)等の改正により、商標見本は一つ
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2023年2月1日施行の規則改正(5)

電子的通信

実施細則セクション11(a)(ii)の改正

出願人、名義人、代理人は、WIPOとの通信を電子的
手段で行うことが義務化

実施細則セクション6(b), 14及び15(b)の改正

郵便による通信を前提とした規定の削除
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ご質問

最近、議定書に加盟した国はどこですか？

チリ、アラブ首長国連邦、ジャマイカ

パキスタン、アラブ首長国連邦、ジャマイカ

パキスタン、サウジアラビア、アラブ首長国連邦
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パキスタン

2021年5月24日発効

宣言事項

18月の拒絶通報期限18ヵ月の拒絶通報期限（異議の
場合は更に延長）

個別手数料

標章を使用する意思の宣言（規則7(2))

国際登録簿へのライセンスの記録は無効

国際登録分割後の併合の請求不可
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アラブ首長国連邦

2021年12月28日発効

宣言事項

18ヵ月の拒絶通報期限18ヵ月の拒絶通報期限（異議
の場合は更に延長）

個別手数料

国際登録簿へのライセンスの記録は無効

国際登録の分割、併合の請求不可
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ジャマイカ

2022年3月27日発効予定

宣言事項

18ヵ月の拒絶通報期限（異議の場合は更に延長）

個別手数料

拒絶通報が職権審査の対象となることから、官庁へ
の全ての手続が終了していない時点で、最終処分の
送付を可能とする宣言（規則17(5)(d)）
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マドリッド制度の加盟国: 2022 年2月現在

126ヶ国をカバーする110の加盟国(EU及びOAPIを含む) 
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作業部会における議論

拒絶通報：最小応答期間、応答期限の表示の義務化

従属性:従属期間を5年から3年に短縮

限定：限定の審査におけるWIPO、官庁の役割の明確化

言語：アラビア語、中国語、ロシア語の導入
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Q&Aセッション



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

マドリッドニュース

マドリッド関連日本語ウェビナー
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WIPOウェブサイト

マドリッド制度ウェブ

サイトへのリンク

IP Services

をクリック
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WIPOウェブサイト (マドリッドページ)

WIPOニュースレ

ターの購読申込

（無料）

最新のマドリッド

関連ニュース

インターフェイスの

言語選択
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WIPO日本事務所ウェブサイト
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ウェビナー(オンラインセミナー)
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世界知的所有権機関(WIPO)日本事務所

住所: 〒100-0013 

東京都千代田区霞が関1丁目4-2 

大同生命霞が関ビル3階

TEL: 03-5532-5030

FAX: 03-5532-5031

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
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