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Ⅱ．知的財産権の取得 
 

 

１．商標とサービスマーク 
 
1-1 商標とは 
 

知的財産法( 以下、IP 法) の下では、「商標」は、「企業の商品 (商標) もしくはサービス(サ

ービスマーク)を識別することのできる可視標識」と定義され、「スタンプもしくは標章を付し

た商品の容器も含む8」。商標として登録できる標章は、可視標識、すなわち視覚に訴える標識

として定義されているため、音、香りまたは触覚上の標章は除外される。 

標章は、単純なもしくは様式化された言葉、意匠、複合標章、色彩、形状、集合的標章もし

くは三次元標章のいずれの形態であってもかまわない。 

 

日本語の文字そのものは、標章の定義の範疇に含まれる。識別性の要件を具備する限り登録

することができる。 

 

色彩は、形状9で定義されている場合に限り登録可能である。機能的形状標章、すなわち技術

的要因、商品自体の性質または商品の固有の価値に影響を与えるような要素により必要とされ

る形状または構成からなる標章は、登録から除外される10。 

 

IP 法の下では、団体商標とは、「団体商標の権利者の管理の下でその標識を使用する、個々

の企業の商品またはサービスの品質を含む出所またはその他の共通の特徴を識別することので

きる可視標識」とされる11。団体商標を登録するには、出願人は、前記団体商標の使用を管理

する協定書の写しを提出しなくてはならない。12 

 

 
1-2 先願主義  

 

IP 法は、先願主義を効果的に採用しており、商標に対する権利は登録を通じて取得される。

同一の商標の出願があった場合、先の出願日のある商標に優先権がある。 

 

 
1-3 禁止標章  
  

下記の標章は、登録を禁止されている。13 

 

                                                 
8  IP 法、121 条 1 項 
9  IP 法、123 条 1 項(l) 
10 IP 法 123 条 1 項(k) 
11 IP 法、123 条 2 項 
12 IP 法、167 条 2 項(a) 
13 IP 法、123 条 1 項 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f)、(g)、(h)、(i)、(j)および(l) 



4 

 

1. 不道徳、欺瞞的または抽象的な標章、あるいは生存している人物および故人、機関、

信条または国家の象徴を非難したりそれらとの関連性を不当に示唆するような標章、

あるいはこれらを侮辱しまたは悪評に至らしめる可能性のある標章。 

 

2. フィリピン共和国またはその政治的下部組織の旗、紋章またはその他の徽章や、そ

の他の外国の旗、紋章またはその他の徽章、あるいはそれらに類似するもの。 

 

3. 特定の生存している個人を表す名称、肖像画もしくは署名。ただしその者の書面よ

る登録の承諾を得ている場合は除く。 

 

4. 故フィリピン大統領の名称、肖像画もしくは署名。但し、配偶者が存在している場

合で、その存命中に限る。当該配偶者の書面による登録の承諾を得ている場合は除

く。 

 

5. 同一の商品またはサービスあるいは密接に関連する商品またはサービスについて、

異なる所有者に帰属し先の出願日または優先日を有する登録商標と同一の標章。 

 

6. フィリピンで登録されているか否かを問わず、国際的かつフィリピンで著名である

と、フィリピンの権限ある機関から認められた商標と同一、または混同を生じさせ

るほど類似するまたはその翻訳であり、さらに同一もしくは密接に関連する商品・

サービスについて、既に出願人以外の者の商標であるとされるもの。 

 

7. 類似しない商品またはサービスについて、国際的またはフィリピンにおいて著名で

あるとフィリピンの権限ある機関から認められた登録商標と同一または混同を生じ

させるほど類似するまたはその翻訳であり、それらの商品・サービスに関する商標

の使用が、登録商標の所有者と関連があると示唆するもの。 

 

8. 商品またはサービスの、特に性質、品質、特徴、地理的原産について誤解を与える

もの。 

 

9. 特定しようとしている商品またはサービスの一般名称。 

 

10. 日常の言語であるいは確立された商業上の慣行において、商品またはサービスを表

すために習慣または一般的となっている標識または表示。 

 

11. 対象とする商品またはサービスの種類、品質、数量、意図された目的、価値、地理

的原産、商品製造・サービス提供の時間、その他の特徴の説明であるもの。 

 

12. 公序良俗に反するような標章。 

 

 
1-4 商標調査 
 

出願前の商標またはサービスマークについて、同一の標章もしくは混同を生じさせるほど類

似した標章がすでに登録されているか、あるいは係属中の出願の対象となっているか否かを判
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断するために調査を実施できる。このような類似した先行標章の存在は、商標出願を拒絶する

根拠となる。 

 

調査は、知的財産庁（Intellectual Property Office of the Philippines、以下 IPO）のウェブ

サイト（http://www.ipophil.gov.ph）を通じて行うことができる。また、IPO の図書課に赴け

ば、手作業による公開インデックスファイルの検索も行うことができる14。 
 

 

1-5 登録のための方式要件 

 

商標登録を出願するためには、出願人またはその代理人は、下記の基本的文書を作成し提出

する必要がある。 

 

1. 英語またはフィリピン語で書かれた申請書 

 

2. 委任状（Power of Attorney、略称 POA) 

 

3. 登録を求める標章の鮮明な白黒の表示。出願人が出願において色彩の請求を望む場

合は、標章の表示は色付きなければならない 

 

下記の情報および文書類が、出願書類の記入を完了するために必要となる15。 

 

1. 登録の申請 

 

2. 出願人の完全な名前と住所 

 

3. 出願人の国籍 (自然人)または出願企業 (法人)の国／州 

 

4. 出願人がフィリピン内に居住していない場合には、その代理人もしくは代表者の指

名 

 

5. 出願人が先の出願に基づいて優先権を主張する場合、以下の表示 

 

a. 先の出願が行なわれた国 

 

b. 先の出願が行われた正確な日付（すなわち年月日） 

 

c. 先の出願の出願番号。出願人は、フィリピンにおける出願に与えられた出願

日から 3 ヶ月以内に、先の出願の認証されたコピーを IPO に提出すること

                                                 
14 IP 法、 139 条 2 項 の規定: 

「139 条 登録標章の公告、登記簿の検査  

139 条 2 項 知的財産庁に登録された標章は、何人も無料で閲覧することができ、費用を負担することに

より写しを入手できる。この規定は、登録標章に関して記録されている取引にも適用する」 
15 IP 法、 124 条 1 項 
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が求められる16。 

 

外国語書面を、日本語、あるいはフィリピン語または英語以外の言語で作成する場合

は、認証された英語の翻訳文を添付して提出しなければならない。 

 

6. 出願人が商標の識別上の特徴として色を請求する陳述。請求する色の一般名と、色

の請求について所定手数料の支払いを含む 

 

7. 登録を求める商標の鮮明な複写 

 

8. 商標が対象とする特定の商品またはサービスのリスト、および「ニース分類」9 版

に基づく商品・サービスの分類17 

 

9. 出願人または代理人の署名 

 

IP 法からは、出願前における使用の要件が削除されている。 

 

 
1-6 方式審査および出願日  

 
IPO は、出願を受理すると、出願日の交付に必要な方式要件を満たしているか否かを判断す

る。要件を具備していれば出願日と出願番号が割り当てられる。 

出願日に出願が適切に受理されるためには、以下の事項を明確にした上で出願書類を提出す

る必要がある18。 

 

1. 商標の登録が求めているといる明示または黙示の表示 

 

2. 出願人の身元 

 

3. 出願人、または代理人がいる場合は代理人の、連絡するために十分な表示 

 

4. 登録を求める商標の鮮明な複写 

 

5. 出願が対象とする商品・サービスのリスト 

 

6. 所定の出願手数料の支払い 

 

出願書類の認証、公正証書化、証明および公認に関する要求事項は除外された。 

 

 

                                                 
16 商標規則、規則 203 
17 IP 法、144 条 IPO 命令 No. 104, 2003 シリーズ 
18 IP 法、127 条 
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1-7 出願書類および商標データベースの機密性 
 

審査中の出願の記録とファイルラッパーは、IPO に最大の機密として取扱われる。出願人お

よび正当に権限が与えられた代表者のみが、審査中の出願の出願記録を調べることができる。 

しかしながら、IPO は一般市民がアクセス可能なオンライン商標データベースを保持してお

り、そこには登録済または審査中の全ての商標の基本的な詳細がリスト化されている。そうし

た詳細には、出願人・登録者の氏名と住所、商標の複写や表示、出願・登録番号、出願日、登

録日、免責条項（存在する場合）、登録・出願の対象となる商品・サービスのリスト、ならび

に進行状況が含まれる19。 

 

 
1-8 実体審査 
 

出願された商標またはサービスマークは、固有の登録可能性および利用可能性を判断するた

めに、実体審査に付される。 

固有の登録可能性を判断する際、IPO は、標章が商品またはサービスの商標もしくはサービ

スマークとして機能するだけの十分な特徴を備えているかを審査する。すなわち、標章が対象

とする商品・サービスの性質、特徴、特性、品質の一般名称や説明的なものではないことを審

査する。 

出願中の標章が登録可能か否かを判断するに際し、IPO は、審査中の標章と同一または混同

を生じさせるほど類似する先行商標が無いかデータベースで検索する。審査官は、審査される

標章の要素のいずれかと同一かまたは必然的に関連する検索パラメーターを用いて、データベ

ースでの調査を行なう。例えば、審査中の標章が「QUICK BROWN FOX」であり、国際分類 

1 の商品を対象としているのであれば、審査官は、可能性のある同一もしくは混乱するほど類

似の先行商標を検索するために、QUICK、BROWN、FOX といった類似商標として想定され

る用語を検索パラメーターとして使用する。 

審査官は通常、特に先行商標が国際分類の第 1 類の商品、または第 1 類の製品に関連する商

品またはサービスを対象としている場合には、前述の語を含む全ての先行商標を洗い出す。 

 

担当する審査官は、出願に対して何らかの異議があると考えた場合は、「拒絶通知書／登録

可能性報告書」を発行する。審査官による異議は、登録可能性報告書に示された郵送日から 60

日以内に、出願人が同報告書への回答を IPO に提出することによって解消することができる。

前述の回答提出期間は、適切な延長申請書の提出と所定の延長料支払いにより、更に 60 日間

延長できる。その後は、通知書への更なる回答期間延長を IPO は認めない。回答期間内に回答

書を提出しない場合は、その商標・サービスマーク出願は放棄されたとみなされる20。 

 

                                                 
19 商標登録に関する規則 702 には以下のように規定されている。 
 

規則 702 審査官は異議申立のための公告を担当する； 公告前の出願は秘密である 

        （中略） 

係属中の出願ファイルの閲覧は、（中略）･･･異議申立が公告される前は、出願人の書面による許可がな

ければ、何人にも認められない。ただし、出願人の名称および住所、商標の説明、（中略）･･･当該商標

が使用されている商品、事業、サービスまたは容器、分類番号、出願番号および出願日を記載した係属出

願の目録は、出願後速やかに公衆の閲覧に供される。 

 
20 商標規則、規則 610 および 614 
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出願人が、異議を解消できなかった場合は、その出願は拒絶される。審査官による拒絶査定
は、IPO の商標局長に対して上訴が可能である。 

一方で、担当審査官が出願を拒絶する理由が無いと判断するか、拒絶理由が回答書、補正書、

訂正の手段によって十分に解消された場合、審査官は出願公開を許可する決定を下し、それに

対応する許可通知を発行する。 

 

担当審査官によって、商標が固有の登録可能性を持ち、登録に利用可能であると判断された

後、IPO は商標の公開を承認する。 

 

 
1-9 初期公告 

 

出願は、IPO Trademark Electronic Gazette (IPO 商標電子公報、略して TM E-Gazette)で

公告される。公告は、その商標を IPO が許容できると判断したことを一般に推定告知する役割

を果たす。  

日本国民および日本企業は、出願商標の許可について TM E-Gazette によって推定的に通知

される。これらは、出願手続によって拘束される。 

 

出願は、その標章の登録によって損害を受けると信じる者から期間内に異議申立てがなされ

ない限り、登録に向けた手続が継続される。異議申立ては、公告された商標またはサービスマ

ークの出願に対して公告日より 30 日以内に行うことができる。前述の 30 日間は、更に最大

90 日間延長できる。 

異議申立てがなされない、あるいは不成功に終わった場合、IPO は出願人に対して２回目の

公告手数料支払通知を発行し、手数料の支払われると登録証書が準備される。 

 

 
1-10 登録証書 
 

登録証書は、登録の有効性、商標に対する登録者の所有権、当該商標を登録証に明記された

商品またはサービスおよびそれらに関連する商品またはサービスに関連して使用する登録者の

排他的権利に係る一応の証拠となる役割を果たす21。登録された商標の権利者は、同意を得て

ない全ての第三者が、登録商標に同一または類似の商品またはサービスに、同一または類似の

標識または容器を商業上使用することによって、混同を生じさせるおそれが有る場合は、その

使用を妨げる排他的権利を有する22。 

登録証書の発行は、TM E-Gazette で公告される。 

 

 
1-11 期間 

 

登録の有効期間は、証書の発行から 10 年間である。しかし、登録を維持するためには、登

録者は登録から 5 年以内に、必要な登録維持宣誓供述書（場合によっては、使用宣誓供述書も

しくは不使用宣誓供述書）を提出しなければならない。期間内に登録維持宣誓供述書を提出で

                                                 
21 IP 法、138 条 
22 IP 法、147 条 1 項 



9 

 

きないと、登録者への更なる通知無しに、IPO によって商標・サービスマーク登録が自動的に

取り消される結果となる23。 

 

 
1-12 出願および登録の維持 
 

A．実用宣言書 

出願人または登録人は、商標もしくはサービスマークの出願日から 3 年以内に「実用宣言

書」（Declaration of Actual Use、略称 DAU） および使用を裏付ける証拠を提出しなくては

ならない。この期間は、適切な申請書の提出と所定の延長料の支払いによって、更に 6 カ月延

長することができる。実用宣言書の提出は標章を登録するための必須条件ではないが、宣言書

と使用の証拠を提出できないと、出願人や登録者に対する更なる通知無しに、自動的に出願が

放棄されたり、登録が取消されたりする結果となる24。 

この観点から、防御商標・サービスマークの出願は、出願日から 3 年以内に当該商標を使用

するのであれば、商標に対する暫定的な保護を確保する効果的な戦略となる。 
 

B．使用宣誓供述書および非使用宣誓供述書 

上記「期間」の項で述べたように、登録を継続するためには、登録から 5 年以内に公証され

た使用供述宣誓書もしくは非使用供述宣誓書を提出しなければならない。 

 

 
1-13 更新 
 

登録は、出願の更新申請によって更に 10 年間延長でき、その申請は商標・サービスマーク

登録期間の満了日前 6 ヵ月間に提出することができる。出願の更新は、登録の失効日後 6 ヵ月

間の猶予期間に行なうこともできるが、追加手数料の支払いが発生する25。 

 

 
1-14 著名商標 
 

IP 法の下では、外国の商標所有者は、フィリピンが加盟国である知的財産権関する協定等の

加盟国の国民またはそれらの国の居住者である、もしくはそれらの国において実質的かつ効果

的な産業基盤を有することを条件として、自身の名前で登録を出願することができる。著名商

標を有する日本国国民および日本国企業は、この IP 法の規定を享受することができる。  

 

フィリピンと日本は、何れもパリ条約の加盟国である。同条約は、知的財産の保護に関して

自国民に与えている利益と同等の利益を条約加盟国の国民に与えることを要求している。また

同様に、両国は TRIPS 協定の加盟国である。 

 

                                                 
23 IP 法、145 条、商標規則、規則 801 および 802、 
24 IP 法、124 条 2 項、商標規則、規則 204 および 205、 
25 IP 法、146 条 2 項 
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著名商標に対してパリ条約が与える保護は、TRIPS 協定の第 16 条、第 2 部、第 3 部に採用

されている26。 TRIP 協定の第 16 条に従い、IP 法は、「国際的な著名標章」に対する保護を

認めている。ある商標が保護に値するかの判断においては、その商標がフィリピン国内で登録

されているか否かに関わらず、当該商標の普及促進の結果として獲得された、一般大衆ではな

く公衆の関連セクターの認識が考慮される。従って、以下のような標章は登録することができ

ない。 

 

「フィリピンで登録されているか否かを問わず、登録出願人以外の者の商標として、国 

際的に、またはフィリピンにおいて著名であるとフィリピンの権限ある当局に認められた

商標と同一もしくは混同を生じさせるほど類似する、あるいはその商標の翻訳であって、

かつ、同一か類似の商品またはサービスに使用されているもの。ただし、商標が著名であ

るか否かを判断する際は、公衆が一般に有する知識ではなく、関連のある公衆セクターが

有する知識（商標の普及の結果として得られたフィリピンにおける知識を含む）を考慮す

る。」27 

 

著名商標がフィリピンで登録されている場合、当該商標の使用は、商標の所有者との関連性

を示唆し、所有者に損害を与えるおそれがあるため、当該商標が対象とする商品と同一もしく

は類似していない商品にまで保護が及ぶ。サービスマークについても同様である。具体的に、

下記に該当する商標は登録されない。 

 

「前項に従い著名であると認められ、かつ登録出願されたものと類似しない商品またはサ

ービスについてフィリピンで登録されている商標と同一または混同を生じさせるほど類似

している、もしくはその翻訳であるもの。ただし、それらの商品またはサービスに関する

商標の使用が、当該類似していない商品またはサービスと登録商標の所有者との間に関連

性を示唆し、かつ登録商標の所有者の利益がその使用によって害されるおそれが有る場合

に限る。」28 

 

さらに実施規則には、商標が著名であるか否かを判断する際の基準が規定されている。「商

標規則」は、以下の基準またはその組み合わせを考慮することを規定している29。 

 

(a) 商標使用の期間、範囲、地理的区域。特に、商標が使用される商品、および／ま

たはサービスの展示会や博覧会における広告、宣伝、発表を含む商標の普及促進

の期間、範囲、地理的区域 

 

(b) 商標が使用される商品、および／またはサービスのフィリピンや他国における市

場占有率 

 

(c) 商標の固有の、または獲得された識別性の度合い 

                                                 
26 フィリピンについては、TRIPS 協定は 1995 年 1 月 1 日をもって発効している。 
27 IP 法、123 条 1 項(e)  
28 IP 法、123 条 1 項(f)  
29 商標規則 、規則 102 
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(d) 商標が獲得している品質イメージまたは評価 

 

(e) 商標が世界で登録されている範囲 

 

(f) 商標が世界で達成した登録の排他性 

 

(g) 商標が世界で使用されている範囲 

 

(h) 商標が世界で達成した使用の排他性 

 

(i) 商標に起因する世界での商業価値 

 

(j) 商標の権利保護が成功しているという記録 

 

(k) 商標が著名商標であるか否かの問題を扱った訴訟の結果 

 

(l) 同一のまたは類似した商品またはサービスについて有効に登録されまたは使用さ

れた、かつ著名商標であると主張する者以外の者によって所有される、同一また

は類似した商標の有無 

 

現在の規則は 1984 年の La Coste, S.A. v. Fernandez30 の判決で最高裁判所が引用した指針

まで拡大している。当該事例で最高裁判所は、問題の商標、すなわち LACOSTE、CHEMISE 

LACOSTE および CROCODILE DEVICE は、「世界的に著名な商標であり、フィリピンはパ

リ条約同盟国として保護の義務がある。」と認めた。以下の(旧)指針が最高裁によって引用さ

れたものである。 

 

1. 当該商標がフィリピンにおいて著名であるか否か、またはパリ同盟の恩恵を

享 受する資格のある人物にすでに帰属しているか否かに関わらず、これは、

当事者系および査定系案件におけるフィリピン特許庁の手続に準じ、下記基

準もしくは組み合わせに従って決定する。 

 

(a) 検討中の商標がフィリピン国内ですでに著名であり、本来の所有者以外の

人物による使用に対する許可が複製、模倣、変形もしくはその他の侵害に

該当するという貿易産業大臣による宣言。 

 

(b) 当該商標が国際的に商業上使用されており、そのことが国際取引や貿易の

量またはその他の測定値を含む証拠（当該商標を付した商品が国際的規模

で販売され、様々な国で広告され、または工場、販売オフィス、代理店が

設定されているなど）によって裏付けられていること。 

 

                                                 
30 G.R. No. L-63796-97, 129 SCRA 373 (1984 年 5 月 21 日) 
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(c) 当該商標が、このような登録の日付を考慮して、他国（複数の場合を含

む）の産業財産権の管轄庁で正式に登録されていること。 

 

(d) 当該商標が長期にわたって確立されており、一人の所有者または所有元に

帰属するという一般的国際的な消費者の認識と信用を獲得していること。 

 

(e) 当該商標が実際に、所有権を要求している当事者に帰属し、前述のパリ条

約の規定の下で登録する権利を所有していること。 

 

2. 本覚書で使用されている「商標」という用語には、消費者が識別し認識する

のに使用される、商標名、サービスマーク、ロゴ、標識、紋章、徽章もしく

はその他の類似した意匠が含まれる。 

 

3. フィリピン特許庁は、工業的財産の保護に関するパリ条約の同盟国の市民

（自然人または法人いずれかを問わず）が所有する商標の複製、翻訳もしく

は模倣を構成する商標については、すべての登録出願を拒絶し、あるいは登

録を取り消す措置を行う。 

 

4. フィリピン特許庁は、パリ条約第 6 条の 2 に基づく保護の資格がある商標が

すでに出願登録された場合、あるいは将来出願されうる場合の異議申立の手

続を設け、審査部による最終拒絶のために資格が無いものからの出願を差し

戻すこととする。 

 

5. 審査中の出願のうち、本来の所有者または使用者以外によってなされた署名

およびその他の世界的に著名な商標の出願は、全て、直ちに拒絶せねばなら

ない。このような出願人が上記パリ条約および/もしくはフィリピン法に反し

てすでに登録を取得している場合には、フィリピン特許庁は、即時の取消し

手続のため登録証書の返却を指示しなければいけない。」 

 

前述の判決の前の 1980 年に、当時の貿易産業大臣はフィリピン特許庁（現在の IPO の前

身）長官に対して覚書を発行している。この覚書は、特許庁長官に対し、「審査中の出願のう

ち、本来の所有者もしくは使用者以外によってなされた署名または世界的に著名な商標の出願

は全て拒絶」するよう指示している。これには次に掲げる特定の著名商標が列挙された（日本

企業のものは含まれていない）。すなわち“LACOSTE”、“JORDACHE”、“VANDERBILT”、

“SASSON、“FILA”、“PIERRE CARDIN”、“GUCCI”、“CHRISTIAN DIOR”、“OSCAR DE 

LA RENTA”、 “CALVIN KLEIN”、 “GIVENCHY”、 “RALPH LAUREN”、 “GEOFFREY 

BEENE”、“LANVIN” および “TED LAPIDUS”である。 

 

IPO は、著名商標のための登録簿を設けていない。また 1980 年の覚書に記載した商標と同

等の著名商標のリストも発行していない。 

 

 商標の所有者は、現在の規則に定められた基準に則り、その商標が著名であることを証明す

る責任を負う。実体審査期間中にその発行が当該商標の悪評となるとして発生する当事者間ま

たは法廷、準司法機関における係争において、著名商標であるという証明の機会が与えられる。 
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1-15 図  
 
商標／サービスマークの登録出願手続の流れは以下の通りである。

登録許可 

異議なし 

出願 

方式審査 

商標調査 

実体審査 

異議申立のための公告 登録に対する異議申立 

（IPO法務局） 

異議申立の却下 

予備拒絶 

意見書／補正書 

拒絶査定 

異議申立の受理 

上訴却下／登録無し 

長官への上訴 

上訴却下 

最高裁判所への上訴 

拒絶理由が

解消 

登録証の発行 
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1-16 当事者系事件 – 異議申立てと取消 
 

異議申立ておよび取消し手続については、「当事者系手続きに関する IPO の補正規則」が適

用される。 

 

A. 異議申立て  

 

商標の登録に先立ち、その登録によって被害を受けるおそれがある第三者に IPO 法務局

（Bureau of Legal Affairs）対する異議申立ての機会を与えるため、出願商標は 30 日間に渡っ

て IPO TM E-Gazette で公告される。商標の登録によって自らが被害を受けると信じる者は、

公告日（IPO E-Gazette で公開された日）から 30 日以内に、法務局に対して出願に対する異

議を申立てる31。前述の 30 日間は、更に最大 90 日間延長できる32。異議申立ては書面でなさ

れ、異議申立人もしくは事実を知る代理人によって証明されなければならず、また基盤とする

根拠を具体的に示し、依拠する事実の陳述も含まなければならない33。 

 

 

B. 取消し  

 

登録済みの商標やサービスマークの場合、その商標登録によって被害を受けた、あるいは将

来に被害を受けるおそれがあると信じる者は、法務局に対し、当該商標登録の取消を請求する

ことができる。取消しは次のとおり請求しなければならない34。 

 

1. 取消請求対象となる商標の登録日から 5 年以内 

 

2. 下記に該当する場合はいかなる時でも請求できる。 

 

(a) 登録された商標が、その登録の対象となる商品またはサービスの一般名称も

しくはその一部となっている場合 

 

(b) 登録が不正に、または IP 法の規定に反して行われた場合 

 

(c) 登録商標が、権利者によって、もしくはその承認の下で、当該商標が使用さ

れている商品またはサービス、あるいは関連する商品またはサービスの出所

を誤表示するように使用されている場合 

 

(d) 登録商標の権利者が、正当な利用無く、3 年以上継続してフィリピンにおい

てその商標を使用していない、またはライセンスによって使用されていない

場合 

 

                                                 
31 IP 法、134 条 
32 同上；当事者系訴訟手続きに関する補正規則、規則 7、4 条(a) 
33 IP 法、134 条  
34 IP 法、151 条 1 項(a)、(b)、および (c) 
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「当事者系手続きに関する IPO の補正規則」は、当事者系事件の手続の円滑化を図るために修

正されてきた。法務局に異議や取消しを申立てようとする当事者は、次の申請書類を添える必

要がある。 

 

1. 異議申立人または請求人の商標について、フィリピンまたは他の管轄で発行された

商標・サービスマーク登録証の（各国の登録所によって）承認された写し 

 

2. フィリピンや他の管轄で、異議申立人または請求人が自らの商標について提出した

商標・サービスマーク出願書類の（各国の登録所によって）承認された写し 

 

3. 存在する場合は、（適切なフィリピン領事館によって）適切に公証・認証された証

人の宣誓供述書、および／または 

 

4. 非公開文書もしくは商用文書の原本 

 

正式な異議申立書または取消請求書を提出した後、法務局は、出願人である回答者または登

録人である回答者に対し、これらへに回答するよう通知を発行する。後者については 30 日の

期間を与える。上述の回答期間は、延長申請および所定の延長手数料の支払に基づき、最大 90

日まで延長することができる。出願人である回答者または登録人である回答者によって回答書

が提出された後、異議申立人や請求人は、延長が不可能である 10 日間の期間内に、回答書に

対する返答書や意見書を提出することができる。異議申立人や請求人が返答書を提出すると、

回答者も同じく延長が不可能である 10 日間以内に、再回答を提出することができる。その後、

法務局は予備協議の予定を立てる。予備協議では当事者またはそれぞれが登録した弁護人に次

の機会を与える。 

 

1. 当事者が望む場合、事案の調停を申立てる 

 

2. 事案を友好的に和解する可能性を探る 

 

3. 異議申立や取消請求の事案に含まれる論点を明確化する 

 

当事者間で友好的な和解が達成されないまま予備協議を終結した場合、法務局は、それぞれ

の方針声明書(希望する場合裁定案を含む)を提出するよう当事者に要求する。これにより、異

議申立て／取消しの事案は決定のために法務局に提起されたとみなされる。 

 

異議申立て／取消しの事案に関する法務局の決定は、決定の受理から 30 日以内に、法務局

に対して再審を請求するか、IPO 長官に対して上訴の申請書を提出することで上訴できる。

IPO 長官の決定は再審請求を提出することによって控訴裁判所へ上訴できる(裁判所規則第 43

条。) 控訴裁判所による不利な決定は、「移送命令のための再審請求」の提出によって最高裁

判所に上訴できる裁判所規則 45 条）。 
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1-17 商標の譲渡 
 

登録済または出願中の商標あるかを問わず、商標・サービスマークは IPO に係属中のいかな

る段階でも他人に譲渡することができる。商標・サービスマークの譲渡を IPO に登録するため

には、次の書類が必要である。 

 

1. 公証された譲渡証書と、その認証された写し（同じものが外国管轄の登録所に提

出されている場合）。ただし、譲渡証書は、フィリピンにおいて譲渡される特定

の商標の出願および／または登録について言及していなければならない 

 

2. 譲受人がフィリピンに居住していない場合、譲受人の署名がある、公証された代

理委任状と居住代理人の任命書 

 

3. 商標・サービスマークの譲渡の登録化に要する所定費用の支払い 

 

 

1-18 商標のライセンシング 

 

IP 法は、一般的に、商標・サービスマークのライセンス供与を、技術移転取決め

（technology transfer agreement、略して TTA ）として分類している。IP 法は、技術移転取

決めを「管理規約を含む製品の製造、製法の応用もしくはサービス提供のための体系的知識の

移転または大規模市場用に開発されものを除くコンピュータソフトウェアのライセンス許諾を

含む全ての形態の知的財産の移転・譲渡・ライセンス供与に係る」契約または協定であると定

義する35。 

IP 法は、競争および取引に対し悪影響を与えると考えられる特定の規定を取決め内に定める

ことを禁止している36。 同様に、ライセンシーの利害を保護する目的で、取決め内に特定の規

定を定めることを命じている37。  

 

商標のライセンシングに関するこのような検討内容が、本書の 44 ページの技術移転取決め

の項に記載されているので参照されたい。 

                                                 
35 IP 法、4 条 2 項 
36 IP 法、87 条 1 項 ～ 87 条 15 
37 IP 法、88 条 1 項～ 88 条 4 項 
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資料 10 商標登録願 

 
 

 
1. Applicant 
 

Name 
 

 
      Natural                    Juridical 

Country of Residence or Incorporation 
 

    
Complete Address 
 
 
Telephone: Facsimile:                                                        Email: 

   
          Name/s of other applicant/s (if any) 
 

 

 

 
2. Resident Agent or Authorized Representative 
 

Agent                                                                                                                                                 Agent Code:   
 
 
Address in the Philippines 
 
 

 
Name and Position of Company’s Authorized Representative (if applicant is not represented by agent) 

Address in the Philippines 

 
3. Address for service of correspondence in the Philippines 
 
       Please check one:          Applicant’s address       Agent’s address             Authorized Representative’s address 
  

Telephone: Facsimile:                                      Email: 
 

 
4. The Mark (Place a copy of the mark in the box. The mark should be clear enough to be reproduced and digitized.) 
 

                       Title of mark   _____________________________________________________ 
  
                                                                                         If the mark consists of image/s or words and image/s, give a complete and concise    
    description of the mark. (Use additional sheet/s if necessary.) 
 
                                                                                          _       ____________________________________________________________
  
                                                                                           __      ___________________________________________________________ 
 
                                                                                                                 _____________________________________________________ 
 
                                                                                           _                    ________      __________________________________________  
 
                                                                                               _________________________________________________ _____ _______ 
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                                                                                _                       ________      _________________________________________ 
 
 
   5. The Mark (tick off those that apply and supply any additional information required.) 
 

 
      The mark is three dimensional.                 The mark is a stamped or marked container of goods. 
 
        Color/s is/are claimed as feature of the mark. (List down the color/s and submit reproduction of mark showing the color/s    
        claimed. Fees will be computed based on the number of classes.) 
        ________________________________________________________________________________________________________ 
 
        The non-English words ____________________________________________________________________________________ 
        are translated as follows: __________________________________________________________________________________ 
        The non-English characters ________________________________________________________________________________ 
        are transliterated as follows: _______________________________________________________________________________ 
         
        Disclaimer: The applicant doest not claim the exclusive right to use the following: _________________________             __ 
        ________________________________________________________________________________________________________ 
  
        The application is for a collective mark. 
 

  
   6. Goods and/or services covered by the application (Refer to the Nice Classification. Use additional sheet/s if necessary.) 
 

Class No.   

Class No.  

Class No.  

Class No.  

Class No.  

 
   7. Claim for convention priority (Priority may be claimed if an application for the same mark for some or all of the goods/services 
        was filed in another convention country in the last six months.) 
 

Country where earlier application was filed Application Number Date of Filing 
 
 

 
   8.  

Printed Name 
                                  

Signature 
 
 

 

 
   9. Type of Entity (An applicant claiming to be a small entity should submit a declaration under oath within sixty (60) days  from filing, 
        otherwise, the applicant will be assessed to pay the fee required of a big entity.) 
 
         Big (Total Assets: More than Php 100M)  Small (Total Assets: Php 100M or Less) 
 

   Additional space, if needed 
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資料 11 商標権譲渡申請書 
 

ASSIGNMENT OF APPLICATION FOR REGISTRATION OF TRADEMARK 
 (Trademark/Trade name/Service mark/Collective mark or Trade name) 
 
 
KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS: 
 
 
 This Assignment of Application for registration of the Trademark “____________________” 
executed by and between: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 [Name of Applicant(s)/Assignors(s)] 

 
of ___________________________________________________________________________________ 
 [Address(es) of Applicant(s)/Assignor(s)] 

 
hereinafter called the ASSIGNOR(S), and 
_____________________________________________________________________________________ 
 [Name of Assignee(s)] 

of ___________________________________________________________________________________ 
 [Address(es) of Assignee(s)] 

hereinafter called the ASSIGNEE(S). 
 
 W I T N E S S E T H: 
 
 1.  That the ASSIGNOR(S) has/have business/services for which he/she/it/they has/have filed 
application for registration in the Intellectual Property Office of the Philippines on _____________________, 
under Application No. ______________________. 
 
 2.  That the ASSIGNEE(S) is/are desirous of acquiring rights in and to the said application and in 
the registration that shall mature thereon; 
 
 3.  That for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, the 
ASSIGNOR does/do hereby sell, assign and transfer unto the said ASSIGNEE(S) all the rights, title and 
interest in and to the herein subject Trademark/Trade name/Service mark/Collective mark or Trade name 
together with the goodwill of the business that has accrued through its use; and 
 
 4.  That the ASSIGNEE(S) by virtue hereof does hereby appoints _____________ with postal 
address at ___________________, as his/her/its/their attorney and/or agent and representative in the 
Philippines to facilitate the recording of this Assignment, to prosecute the herein subject application for 
registration, to receive the certificate of registration, to transact all business in the Intellectual Property Office 
in connection therewith, and upon whom may be served the corresponding notices or processes thereof.  
 
 
 IN WITNESS  WHEREOF, the undersigned ASSIGNOR(S) and ASSIGNEES(S) have executed 
these presents this _______ day of ___________________, at _________________________________. 
 
  ASSIGNOR(S)      ASSIGNEE(S) 
 
 Signed in the presence of: 
 ________________________    __________________________ 
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 A C K N O W L E D G M E N T 
 
 
 
_____________________) 
_____________________) S.S. 
 
 
 BEFORE ME, a Notary Public, for and in ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
personally appeared: ____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
known to me to be the same persons who executed the foregoing instrument, and they acknowledged to me 
that the same is their free act and deed. 
 
 
 IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand and affixed my notarial seal this _____ day 
of _______________________, at ___________________________, Philippines. 
 
 
 
 
 
         Notary Public 
 
 
Doc. No. 
Page No. 
Book No. 
Series of 2008. 
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資料 12 実用宣言書 

DECLARATION OF ACTUAL USE 
 
(This Declaration of Actual Use required to be made pursuant to Sec. 124.2 and Sec. 145 of R.A. 8293, otherwise 
the application shall be refused or the mark shall be removed from the Register.) 

 
Please check one: [  ] Within three (3) years from filing 

   [  ] Within one (1) year from the fifth (5th) anniversary of the registration  

     of the mark 

    Registration No. __________________     Date Issued: ______________         

   [  ] Registered under Republic Act No. 166 

    [    ] Tenth (10th) anniversary 

     Registration No.  ___________ Date Issued: ______________ 

    [    ] Fifteenth (15th) anniversary 

     Registration No. ____________ Date Issued: ______________ 

 
 
 I, __________________, a citizen of __________________ after having been sworn in accordance 

with law, do hereby and state that: 

 

1. I am the [    ] applicant for registration 

   [    ] authorized officer of applicant-corporation 

   [    ] registered owner 

   [    ] authorized officer of registered owner-corporation 

   [    ] duly appointed resident agent of registrant 

 

 of _____________________  (hereinafter referred to as the “Mark”);     

             

2. The mark was filed on _______________ (Registration No. ______________ Date Issued 

_________) for the following class of goods and/or services:  _____________; 

 

3. The mark was first used in the Philippines on ________________; 

 

4. The Mark is actually and presently used in the Philippines for the following goods and/or 

services:   

             

   

5. The goods are sold and/or services are rendered in the following outlets: 

 

    Name of Outlet     Address 

  

 ____________________________  _____________________________________   

         

6. As proof of actual use, attached are five (5) labels or pictures of the Mark (or pictures of the 

stamped container visibly or legibly showing the Mark. 

 

7. This affidavit is executed to attest to the truth of the foregoing and for the purpose of complying 

with the requirements of R.A. 8293 and the Trademark Regulations. 

 

 

 

 

             _______________________________ 

            Affiant 

            
Notarial acknowledgement 
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資料 16 商標・サービスマーク出願登録手続 

 

 

  

登録許可 

 

異議申立のための公告 

登録証の発行 

登録に対する異議申立 

（IPO法務局） 

異議申立の却下 

予備拒絶 

意見および／または補

正 

拒絶査定 

異議申立の受理 

上訴却下／登録無し 

長官への上訴 

上訴却下 

最高裁判所への上訴 

知的財産庁の商標局に対して 

拒絶理由が 
解消 

出願 

方式審査 

調査 

実体審査 


