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本国官庁への手続 
  （本国官庁としての日本国特許庁に対する手続、 法第６８条の２～第６８条の８） 

 

第第２２章章    国国際際登登録録出出願願のの手手続続のの一一般般原原則則  

 

第１節 国際登録出願の出願人の適格要件 

 

１．出願人適格 

 

本国官庁としての日本国特許庁に、国際登録出願をする資格を有する者。［法第６８条の２］ 

 

（１）日本国民又は日本国内に住所若しくは居所（法人にあっては、営業所）を有する外国人

であって、日本国特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願、

若しくは自己の商標登録又は防護標章登録を有する者。 

 

（２）２名以上による共同出願は全員が上記の要件を満たしていること。      ［規則８（２）］ 

 

【出願可能例：◎】 

 

①基礎出願「甲」が出願人２名（Ａ：日本国民、Ｂ：日本国民）による共同出願の場合 

国際登録出願・・・甲：Ａ、Ｂ 

 

②基礎出願が複数「甲、乙」で、出願人（Ａ：日本国民）の場合 

国際登録出願・・・甲＋乙：Ａ 

 

【出願不可例：×】 

 

①基礎出願「甲」が２名（Ａ：日本国民、Ｂ：外国人※）による共同出願の場合 

※Ｂ：日本国内に住所・居所（法人にあっては、営業所）を有しない外国人 

国際登録出願・・・甲：Ａ、Ｂ 

 

②基礎出願「甲」が２名（Ａ：日本国民、Ｂ：外国人※）による共同出願の場合 

※Ｂ：日本国内に住所・居所（法人にあっては、営業所）を有しない外国人 

国際登録出願・・・甲：Ａによる単独出願（Ｂを除外） 

 

③基礎出願が複数「甲、乙」で、甲：Ａ、乙：Ａ＋Ｂの場合 

国際登録出願・・・甲＋乙：Ａによる単独出願（Ｂを除外） 
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第２節 国際登録出願に必要な書類 

 

１．国際登録出願の願書 

 

国際登録出願をする者は、英語で作成した「「願願書書  【【ＭＭＭＭ２２】】」」を１部提出しなければなりませ

ん。 

 

２．日本国特許庁（本国官庁）への手数料（特許印紙）を貼付した書面 

 （「現金納付」又は「電子現金納付」の場合は、納付番号を記載してください） 

 

３．指定国に米国又は欧州連合が含まれる場合に必要な書面 

 
（１） 米国が指定締約国に含まれる場合、「「標標章章をを使使用用すするる意意思思のの宣宣言言書書  【【ＭＭＭＭ１１８８】】」」 

 

（２） 欧州連合の加盟国内において、既に登録となっている同一の標章を、商品（役務）と同
一若しくはそれらを含む商品（役務）について、欧州連合を指定して国際出願する時に、

先の国内登録について優先順位を主張する場合、「「優優先先順順位位のの主主張張  【【ＭＭＭＭ１１７７】】」」 

 
第３節 国際登録出願書類等の作成上の一般原則 

 

１．書面による手続 

 

（１）国際登録出願の手続は、書面により行い、書面は１件ごとに作成してください。 

 

（２）国際登録出願の願書等の各様式に記載されている各欄は、使用しない又は該当しない

事項であっても削除しないでください。 

 

（３）欄を使用しない又は該当しない場合は、空欄にしてください。 

 

２．書面作成の言語 

 

書面の作成に当たっては、英語を使用しなければなりません。     ［法施規様式備考４］ 

 

３．様式上の要件 

 

（１）用紙は、日本工業規格Ａ列４番（横２１㎝、縦２９．７㎝）の大きさとし、インキがにじまず、文

字が透き通らないものを縦長にして、折らずに片面のみを用い、用紙には不要な文字、

記号、枠線、罫線等を記載してはなりません。 

 

（２）文字、枠線及び罫線等は、タイプ印書等の機器により作成し、手書きによるものは認めら

れません。 
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なお、チェックボックス（「□」）内にチェックを入れる（×、レ、Ｖ 等。以下同じ。）場合

は、手書きでも可能ですが、黒色で、明瞭に、かつ容易に消すことができないように表示

してください。 

 

（３）各用紙の提出方法 

   各用紙は、容易に分離しやすく、綴じ直すことができるように、例えばクリップ等を用い

て提出してください（ステープラーでは綴じない）。 

 

４．国際登録出願を特定する番号の表示 

 

（１）国際登録出願の後にその出願に関して提出する手続書類には、「「特特許許庁庁整整理理番番号号」」又

は「「国国際際登登録録番番号号」」を表示してください。 

 

（２）国際登録番号は、国際登録出願が国際事務局において国際登録された後に、国際事務

局から送付される国際登録証明書に記載されます。 

 

（３）特許庁整理番号は、出願直後に通知しておりません。通常は方式審査等が完了し、国

際事務局に国際登録出願（特許庁整理番号を記載済み）を送付する際に、その写しを出

願人又は代理人に送付してお知らせします。 

ただし、提出された願書等に方式不備等がある場合には、上記写しの送付の前に手続

補正指令書等に記載してお知らせします。 

 

（４）特許庁整理番号又は国際登録番号を知り得る前は、提出する書類の国際登録出願の表

示の欄には、その国際登録出願の提出日を「「００１１／／１１００／／２２００２２２２  提提出出のの国国際際登登録録出出願願（（基基

礎礎出出願願又又はは登登録録のの番番号号））」」のように記載してください。 

また、国際登録出願の願書に出願人が「「出出願願人人のの整整理理番番号号」」を付した場合は、その番

号についても記載してください。 
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