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本日の内容

１．事後指定の手続きの概要

２．事後指定の申請方法

３．事後指定の手続きに関する注意点

４．Q&Aセッション
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１．事後指定の手続きの概要



米国

欧州

豪州

基礎商標

（日本）
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事後指定とは

事後指定とは、国際登録出願が国際登録された後に指定国や指定商品

（役務）を追加する制度

 保護地域の拡張（海外事業展開の拡大）

 これまで事業を行っていなかった国へ進出

 マドリッド議定書の新規加盟国に対して保護拡大

 事業分野の拡大（戦略的な事業展開）

 出願時においてはA国について Class 30 及び Class 43 を指定、B国は出願時

Class 30 のみ指定だったが、後にB国においてもClass 43 に係るサービスを展開
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事後指定とは：指定国の追加

国際登録出願のときに指定しなかった国を追加

国際登録出願のときに、議定書に加盟していなかった国の

追加も可能

（注）エストニア、フィリピン、インド及びブラジルの４か国は、これらの国がマドリッド

議定書に加盟する前の国際登録に基づく事後指定は不可
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（参考）議定書14（5）に基づく宣言

締約国 加盟

エストニア 1998年11月18日

トルコ 1999年1月1日 ※宣言撤回

ナミビア 2004年6月30日 ※宣言撤回

フィリピン 2012年7月25日

インド 2013年7月8日

ブラジル 2019年10月2日
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事後指定とは：指定商品・役務の追加

国際登録簿に登録されている指定商品・役務の範囲内で

追加することが可能
 出願時に全部または一部の指定国について指定商品・役務を限定して保護を

認めている場合に、国際登録後、追加的にその他の指定商品・役務の保護を

求めるケース（事業拡大に応じた追加的保護）

 出願時に指定していた指定商品・役務について、指定国から保護を拒絶された

場合に、改めて事後指定で保護を求めるケース（再申請）

（注）国際登録簿に登録されていない指定商品・役務の追加は不可
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事後指定の手続きの流れ

事後指定は、国際事務局に直接又は名義人の締約国官庁を通じて提出

事後指定が適用される要件を満たしている場合には、国際事務局は、国際

登録簿に事後指定を記録し、指定国官庁及び名義人に通報。事後指定が

官庁によって提出された場合には、当該官庁に通報する。

指定国では、事後指定日にその国に直接出願した場合と同等の効果が発生。

指定国ごとに実体審査が行われ、保護の可否を決定。

事後指定の申請

名義人

締約国官庁

国際登録簿に記録

公報の発行

WIPOによる

方式審査

指定国A

指定国Ｃ

指定国Ｂ

実

体

審

査
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事後指定日：規則２４（６）

直接、国際事務局に事後指定を申請する場合
 原則、国際事務局が申請を受理した日

 申請に所定の不備がある場合、その不備が解消された日

名義人の締約国官庁を通じて事後指定を申請する場合
 原則、名義人の締約国官庁が申請を受理した日

 ただし、締約国官庁の受理日から２カ月を過ぎて申請が国際事務局に送付され

た場合は、国際事務局が当該申請を受理した日
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事後指定の手数料

手数料

基本手数料 (Basic fee) 300 CHF

付加手数料* (Complementary Fee) 100 CHF

*個別手数料を徴収しない指定国の数ごとに

個別手数料 (Individual fees)
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手数料の計算（Fee Calculator）

オンラインで事後指定に係る手数料の額を計算可能。なお、個別手数料の額は変動するため、手続

の直前の再チェックを推奨。

手続種別（Subsequent Designation）を選択

手続時に適用される日付を選択

名義人の締約国を選択

区分数を選択

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/

https://madrid.wipo.int/feecalcapp/
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手数料の計算（Fee Calculator）

基本手数料、各国の

手数料等及び総額

がスイスフラン建てで

表示

指定国毎に区分

数の変更可能
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２．事後指定の申請方法
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事後指定の申請方法

様式MM4による申請

 銀行送金

 WIPO予納口座からの引き落とし

eMadridを利用したオンラインによる申請（推奨）

 クレジットカード

 WIPO予納口座からの引き落とし



様式MM4を利用してWIPOに申請している

様式MM4を利用して日本国特許庁を通じて申請している

eMadridを利用して申請している（e-Subsequent designation）
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Q. 事後指定の手続きはどのように行っていますか
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eMadridを利用したオンラインによる申請

様式MM4 に代わるオンライン上の事後指定の申請方法

システムによる各入力項目の自動チェック

オンライン上での手数料支払い

提出確認の自動応答メール

 申請内容の詳細

 WIPO reference 番号

https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/forms/docs/form_mm6.pdf
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eMadridを利用したオンラインによる申請

WIPOユーザ―アカウントの作成。
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eMadridを利用したオンラインによる申請

eMadridにアクセス



19

EXPAND PROTECTION OF YOUR REGISTRATIONを選択

eMadridを利用したオンラインによる申請
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国際登録番号の入力

eMadridを利用したオンラインによる申請
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追加する指定国を選択

eMadridを利用したオンラインによる申請
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追加する範囲（Total又はPartial）を選択

eMadridを利用したオンラインによる申請
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一部の指定商品・役務を事後指定する場合は、指定する区分や

商品・役務を選択

eMadridを利用したオンラインによる申請

特定の区分のみ事後

指定する場合、区分

を除外

一部の商品・役務を

事後指定する場合、

商品・役務を編集

（注）既存の区分が放棄さ

れるわけではありません
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事後指定の内容と手数料を確認

eMadridを利用したオンラインによる申請
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支払い情報を入力（クレジットカード又はWIPO予納口座）し、提出

eMadridを利用したオンラインによる申請
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手続き受領通知
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様式MM4による申請

国際登録への事後指定の申請（様式MM4）

を、直接国際事務局へ提出。

様式MM4を名義人の締約国官庁（日本国特

許庁）へ提出。

様式の作成方法は、WIPOが公表している

「Notes on filing forms 」の「 様式 MM4 」を

参照。

様式MM4

https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
https://www.wipo.int/madrid/en/forms/
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様式MM4による申請

国際事務局へ納付する手数料は、国際事務局へ事前に支払う。

日本国特許庁を通じて申請する場合は、国際事務局に納付する手数料と

は別に、本国官庁手数料（4,200円）を支払う。

MM4の書類を作成後、Madrid System Document Upload サービスを

利用して国際事務局へ提出。

https://www3.wipo.int/madrid/document-upload/
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手続きの処理状況の確認

Madrid Monitor の「Real-time status」より、手続の処理状況をリアルタ

イムで確認可能。

00000001000000000

https://www3.wipo.int/madrid/monitor/en/
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WIPOにおける手続きの平均処理期間

「WIPOにおける手

続処理期間情報」

のPDFをクリック
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４．事後指定手続きに関する注意点
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存続期間

国際登録日

（2015.5.1)

満了日
（2025.5.1)

10年間 10年間

事後指定
（2020.5.1)

事後指定の保護の期間は、国際登録の満了日と同じ日付で終了

国際登録の更新は国際登録日を基準として10 年毎であり、事後指定日と

は関係なし
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存続期間満了日付近に行う事後申請

官庁の事後指定
申請の受理日

2022.7.2

存続期間
の満了日

2022.7.5

WIPO国際事
務局の受領日

2022.7.10

Q. 下記のケースで、事後指定にかかる指定国の存続期間の

満了日はいつでしょうか

2022年7月5日

2032年7月5日
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存続期間満了日付近に行う事後申請

官庁の事後指定
申請の受理日

2022.7.2

存続期間
の満了日

2022.7.5

WIPO国際事
務局の受領日

2022.7.10

事後指定で追
加した指定国の
追加的更新が

必要

Q. 下記のケースで、事後指定にかかる指定国の存続期間の

満了日はいつでしょうか

2022年7月5日

2032年7月5日
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更新手続きの後に効力を発生させる事後指定

※指示欄にチェックがない

と、更新日前になされた

事後指定で追加された

国の指定は更新日で消

滅してしまうので注意

（追加指定国分の手数

料の納付が求められる）。

【eMadrid】

【MM4】

更新期限日まで3カ月未満の

国際登録について表示される
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その他手続きの後に効力を発生させる事後指定

【MM4】

（注）現状、eMadridによる事後指定の場合、MM4第6欄（b）に相当する機能

はないため、代理人の選任と同時に事後指定を新代理人が行いたい場合は、MM4

を用いて申請
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その他事後指定に関する注意点

米国を指定する際は、別途「標章を使用する意思の宣言書」【MM18】

を提出。

EUを指定した国際登録の名義人は、EUの指定が最終拒絶、無効、放

棄等により効力が終了した場合、EUの指定を個別のEU加盟国の事後

指定に転換（conversion）することが可能（規則24（7））。

 EUIPOを通じて国際事務局に申請

 欧州の代理人資格のない者は転換（conversion）を請求することは不可

 事後指定のWIPOへの費用とは別に、EUIPOに200€の支払いが必要



Q&Aセッション



できる

できない
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質問１

保護が拒絶された指定国について、もう一度事後指定はできま

すか



2025年5月1日（国際登録の日から10年）

2030年5月1日（事後指定の日から10年）
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質問２

2025年5月1日に存続期間が満了する国際登録について、2020年5月1日

に事後指定を申請しました。この事後指定で追加した国について、存続期

間の満了日はいつでしょうか。



できる

できない
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質問３

事後指定の申請が優先期間内（第一国の出願日から６か月以内）

であれば、追加した指定国について優先権を享受することができますか？



できる

できない
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質問４

国際登録がなされる前でも事後指定はできますか？
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質問５

フィリピンで、使用の証明ができず国際登録の保護が取り消さ

れたため事後指定を検討しています。提出のタイミングはいつが

よいでしょうか

フィリピン知財庁が保護の無効（Invalidation）を名義

人に通知した後

無効（Invalidation）が国際登録簿に記録された後

いつでも良い
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質問６

最新のニース国際分類を確認したところ、国際登録時とは商品

・役務の分類が変更されていました。事後指定の申請の際、

分類は最新のものに修正しなければならないのでしょうか

最新のニース国際分類に基づいて指定する必要がある

修正する必要はない



質問の回答
質問１

保護が拒絶された指定国について、もう一度事後指定はできますか

できる

できない

解説）再指定することに特段の制限はありません。

質問２

2025年5月1日に存続期間が満了する国際登録について、2020年5月1日に

事後指定を申請しました。この事後指定で追加した国について、存続期間の

満了日はいつでしょうか

2025年5月1日（国際登録の日から10年）

2030年5月1日（事後指定の日から10年）

解説）国際登録の存続期間満了日は、事後指定した国を含め、国際登録

日から10年です。国ごとに存続期間の満了日が変わることはありません。
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* 赤枠で囲まれた回答が正解です

質問３

事後指定の申請が優先期間内（第一国の出願日から６か月以内）であ

れば、追加した指定国について優先権を享受することができますか？

できる

できない

解説）事後指定の日付が国際登録に関して記録された優先日の後、6か月

以内であれば、国際登録簿に優先権は自動的に記録され、事後指定された

締約国のおいても優先権の効力を有します。ただし、国際出願時に優先権を

主張していない場合は、たとえ6か月以内であったとしても、優先権を追加で

主張することはできません。

質問４

国際登録がなされる前でも事後指定はできますか？

できる

できない

解説）事後指定は、国際登録後（国際登録番号の付与後）にのみ申請

できます。様式MM4やE-subsequent designationは、国際登録番号を記

載（入力）する必要があります。



質問の回答（続き）

質問５

フィリピンで、使用の証明ができず国際登録の保護が取り消されたため事後

指定を検討しています。提出のタイミングはいつがよいでしょうか

フィリピン知財庁が保護の取消を名義人に通知した後

無効（Invalidation）が国際登録簿に記録された後

いつでも良い

解説）知財庁からの通知を受けた段階でも事後指定の申請をすること自体

は可能ですが、推奨されません。

事後指定をした後に無効が記録されてしまうと、国際登録簿上、国際登録

時の指定と、事後指定の両方が取り消されます。最初の指定についてのみ無

効を記録する方法もありません。

この場合、事後指定について、保護認容声明が送付されても、無効の効果に

よって指定は存在しないことから、国際登録簿に保護認容声明が記録されな

い、更新時にフィリピンについて更新できないという問題が生じます。

無効の記録を待たずに、より早い事後指定日を確保したいのであれば、フィリ

ピンについて放棄（Renunciation）を申請し、放棄が国際登録簿に記録さ

れた後、事後指定すべきです。

46

* 赤枠で囲まれた回答が正解です

質問６

最新のニース国際分類を確認したところ、国際登録時とは商品・役務の分類

が変更されていました。事後指定の申請の際、分類は最新のものに修正しな

ければならないのでしょうか

最新のニース国際分類に基づいて指定する必要がある

修正する必要はない

解説）事後指定では、WIPOは最新のニース分類に基づき審査しませんので、

国際登録時の旧分類に基づく区分で国際登録簿に記録され、各指定国に

も旧分類の区分のまま通報されます。

なお、指定国は、事後指定の商品役務が最新のニース分類と相違することを

理由として拒絶することはできません。

ただし、規則18(1)(a)及び(2)、規則18(1)(d)に基づく欠陥ではないことから、

国際登録簿にそのまま記録されます。したがって、現地代理人を通じて、拒絶

通報に応答する必要があることに留意してください。



WIPO日本事務所ウェブサイトにおけるマドリッド関連情報
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オンラインセミナー(Webinar)
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Madrid System User Group
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WIPOが提供するeMadrid各種オンライン
ツールの利便性向上のためのユーザーグ
ループに参加しませんか？

Madrid System User Groupへの

参加登録はこちらから

https://madrid.wipo.int/
https://www.wipo.int/madrid/en/surveys/madrid-system-user-group.html


Madrid System User Group
50

参加はボランティアベース

英語

年に数回のヒアリング

予定が合わない場合は

参加見合わせ可



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

E-Mail: japan.office@wipo.int

URL:  www.wipo.int/japan

お問い合わせ先
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mailto:japan.office@wipo.int
http://www.wipo.int/japan

