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６． フィリピン  

 

（１） 法令等整備状況 

フィリピンの知的財産制度に関する法令として以下の 1 つの法律、3 つの

規則、及び出願人向けの資料が提供されている。    

(i) 法律 

 知的財産法251（2008 年法律第 9502 号により改正された法律第 8293 号 

2008 年 7 月 4 日施行） 

 特許、実用新案、意匠、商標を扱う法令である。分野ごとにまとめて

扱われているが、共通部分は主となる特許の条文を準用する形となって

いる。 

 

(ii) 規則・政令等 

 知的財産施行規則252（特許・実用新案・意匠に関する施行規則 改正：

2011 年 4 月 20 日）（資料編 6-1） 

 知的財産法と同様に分野ごとにまとめて扱われている。 

 知的所有権に係わる法律の違反に対する行政不服申立に関する規則 253

（2010 年 12 月 6 日公布） 

 知的財産全般に亘る訴訟・裁判に関する規則である。 

 当事者系手続に関する規則254（標章，特許，実用新案及び意匠の取消申

請，標章登録への異議申立，強制ライセンス許諾 1998 年 10 月 2 日公

布） 

 特許、実用新案、意匠、商標に関する知的財産庁への、当事者系の不

                                                   
251 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 知的財産法（特許庁収録翻訳文では第 13 章

（第 112 条から第 120 条まで）は「意匠及び集積回路の回路配置」とされ、両分野の併記

となっているが、現行版では意匠の条項のみ扱われ、集積回路の回路配置に関する条項は削

除されている。）。  

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  

意匠に関する法律条文は特許庁収録の知的財産法では第 13 章「意匠及び集積回路の回路配

置」となっているが、IPPHL 掲載の IP Code では第 13 章「意匠」となっており、「集積回

路の回路配置」に関する条項が記載されていない。本報告では現地法律文書に従い「集積回

路の回路配置」に関する条項・記述は除いて引用する。  

http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartII.pdf 
252 THE REVISED IMPLEMENTING RULES AND REGULATIONS FOR PATENTS, 

UTILITY MODELS AND INDUSTRIAL DESIGNS 

http://ipophil.gov.ph/whatsnewfile/d9ce6efe_THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTI

LITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.PDF（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  
253 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 行政不服申立に関する規則（最終訪問日

2012 年 8 月 1 日）http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm 
254 特許庁外国産業財産権制度情報 フィリピン 当事者系手続に関する規則

http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm（最終訪問日 2012

年 8 月 1 日）  

http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.ipophil.gov.ph/images/IPResources/IPCodePartII.pdf
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm
http://ipophil.gov.ph/whatsnewfile/d9ce6efe_THE_REVISED_IRR_FOR_PATENTS_UTILITY_MODELS_AND_INDUSTRIAL_DESIGNS_OFFICIAL_COPY.PDF
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服申立及び裁判所への上訴に関する規則である。 

 

(iii) 職員向け基準・ガイドライン等 

 審査官向け意匠審査基準は作成中255であり、現在のことろ提供されて

いない。 

 

(iv) 出願人向けガイドライン・願書記載案内等 

 出願人向けガイドラインはウェブ非公開であり、本調査研究に提供さ

れなかった256。願書様式257（資料編 6-2）、審査フロー図258（資料編 6-3）、

審査フロー図解説259（資料編 6-4）、料金表260（資料編 6-5）があり、資

料編に仮訳を収録したが、以下の本文でも一部を紹介する。 

 

（２） 意匠登録制度の所管部局 

 フ ィ リ ピ ン 知 的 財 産 庁 （ Intellectual Property Office of the 

Philippines: IPOPHL） 

http://www.ipophil.gov.ph/ 

 

下記、組織図261の特許局（Bereau of Patents）の下部組織となる 意

匠・集積回路審査部が担当部署となる。 

                                                   
255 アンケート調査結果  
256 Industrial Desing Kit、フィリピン知的財産庁（IPOPHL）より表紙のみ提供された。  
257 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf

（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  
258 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日）  
259 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/index.php/design/application-process-flow-chart（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  
260 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=30（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日） 
261 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/index.php/vision-mission/organizational-structure（最終訪問

日 2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/
http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf
http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22
http://www.ipophil.gov.ph/index.php/design/application-process-flow-chart
http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=30
http://www.ipophil.gov.ph/index.php/vision-mission/organizational-structure
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（３） 統計情報262 

(i) 直近 5 年の意匠登録出願件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録出願件数 920 1,113 810 845 1,112 

うち海外からの出願件数  526 615 322 410 651 

うち日本からの出願件数  137 216 75 106 197 

 

(ii) 直近 5 年の意匠登録件数 

 2007 2008 2009 2010 2011 

意匠登録件数 1,333 1,214 796 960 596 

うち海外からの登録件数 865 721 388 318 326 

うち日本からの登録件数 274 242 118 74 114 

 

(iii) 分類別意匠登録出願件数 

意匠分類別出願 

件数 

（ロカルノ分類） 

2007 2008 2009 2010 2011 

01 食料品 28 70 42 14 49 

02 衣料品及び小間物類 648 1,224 441 279 207 

03 旅行用品，ケース，パラソル

及び身の回り品，他で明記されて

いないもの 

90 145 80 60 55 

04 ブラシ製品 20 105 95 130 145 

                                                   
262 アンケート調査結果  
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05 繊維製品，人造及び天然のシ

ーツ材料 

32 80 120 128 80 

06 家具 1,890 1,665 1,245 960 495 

07 家庭用品，他で明記されてい

ないもの 

1,400 1,030 770 730 470 

08 工具及び金物類 180 156 132 168 192 

09 商品の輸送又は処理のため

のパッケージ及び容器 

2,948 3,487 1,518 2,112 891 

10 時計，携帯時計及びその他の

計測器具，検査器具及び信号器具  

176 96 128 256 64 

11 装飾用品 42 315 154 42 7 

12 輸送又は引き揚げの手段 3,024 5,454 2,286 972 972 

13 電気の発電，供給又は変流の

ための器具 

215 235 275 145 95 

14 記録，通信又は情報検索の機

器 

115 370 190 180 125 

15 機械，他で明記されていない

もの 

290 280 430 100 70 

16 写真撮影機器，映画撮影機器

及び光学機器 

72 8 0 32 32 

17 楽器 35 14 14 0 35 

18 印刷機械及びオフィス用機

械 

12 30 0 6 0 

19 文房具及びオフィス機器，画

家の材料及び教材 

189 171 171 234 45 

20 販売及び広告機器，表示具 28 188 188 44 0 

21 ゲーム，玩具，テント及びス

ポーツ用品 

90 315 220 120 45 

22 武器，火薬製品，狩猟，漁猟

及び害獣駆除のための物品 

16 16 8 0 0 

23 流体供給装置，衛生用，暖房

用，換気用及び空調用の機器，固

体燃料 

791 1,022 630 266 182 

24 医療器具及び実験室用器具 276 540 84 144 138 

25 建築ユニット及び建設部材 366 528 546 306 174 

26 照明機器 1,504 888 392 432 208 

27 煙草及び喫煙者の消耗品 112 104 56 48 32 

28 医薬品及び化粧品，化粧用品

及び化粧道具 

210 174 252 174 42 
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29 火災防止用，事故防止用及び

救助用の装置及び器具 

15 0 6 3 0 

30 動物の世話及び扱い用の物

品 

0 0 11 44 99 

31 飲食物を調理するための機

械及び器具，他で明記されていな

いもの 

14 6 4 4 2 

32 グラフィックシンボル，ロ

ゴ，表面模様及び装飾 

262 194 268 258 500 

 

（４） 意匠登録制度の枠組み 

(i) 意匠保護の対象 

 知的財産法第 112 条、知的財産規則 1500 によれば、意匠は、線若し

くは色彩からなる構図又は形状であり、美的及び装飾的効果をもたらす

立体的形状である。ただし、構図又は形状は工業品又は手工業品に特別

な外観を与え、模様として機能するものでなければならない。工業品に

は製造品又はそれを含む一部であって、個別に製造及び販売できるもの

を含む、と定義されている。 

 ロカルノ分類のサブクラスに属する意匠は、2 以上の意匠が 1 出願で

認められる。また、組物の意匠も認められる（知的財産法第 115 条、知

的財産規則 1515）。 

 アンケート調査結果では、GUI(Graphical Use Interface)、アイコン

は保護されるが、タイプフェイス、ピクトグラム（絵文字）、シンボルマ

ーク、模様（模様のみの権利）は保護されないとされる。しかし、同結

果によると複数製品の組み合わせ（組物）も保護されないと回答されて

いる。 

 意匠の定義からすると部分意匠は認められないと解されるが、クレー

ムされていない周囲の構造を破線で表すことは認められている（知的財

産規則 1514.2）。 

 

(ii) 審査フロー図 

 以下に審査のフローを示す263。 

                                                   
263 IPOPHL ウェブサイト http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22（最終訪問日

2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/main2.php?contentid=22
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(iii) 使用される意匠分類 

 ロカルノ分類（第 9 版）が使用される（知的財産規則 1613 で準用さ

れる 701）。独自の意匠分類は存在しない。264 

 

(iv) 出願 

出願が要件を満たしていれば受理された日が、満たしていなければ誤

りが訂正された日が出願日とされる（知的財産法第 116 条）。 

出願書類はフィリピン語又は英語での作成が求められ、書面出願及び

電子出願が可能であり、以下の項目を含める（知的財産規則 1510）。 

 意匠登録願書 

・ 意匠の名称 

・ 出願人：創作者であるかのチェック、氏名、住所、電話、FAX、

                                                   
264 アンケート調査結果  
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メールアドレス、国籍、居住国 

・ 創作者：出願人であるかのチェック、氏名、住所、電話、FAX、

メールアドレス、国籍、居住国 

・ 代理人又は共通の代表者（通知の宛先）：氏名、住所、電話、FAX、

メールアドレス 

・ 優先権主張：先願国、出願日、出願番号 

・ 出願人又は代理人の署名 

・ チェックリスト：願書、明細書、請求の範囲、図面の各枚数及び

合計枚数、公告時に要約に掲載を希望する図番号 

・ 添付書類チェックリスト（以下の書類の添付の有無）：公証委任

状、包括委任状謄本、優先権書類、手数料納付の小切手、その他

の書類 

 明細書 

・ 名称 

・ 図面の簡単な説明 

・ 意匠の特性・特徴の説明 

・ 請求の範囲 

 意匠の図面 

 書面で提出する場合、登録願書以外の書類は 4 部提出する。 

 また、使用する用紙は A4 サイズ、光沢のない白紙、上下左右に余白、

通し番号による頁番号の記載が求められる（知的財産規則 1603）。 

 

(v) 意匠の表現物及び表現手法 

［意匠の図面に関する特別な要件（陰影、写真、色彩の使用）］ 

図面は実用新案及び意匠の図面のために本規則に規定された共通規則

に従って作成し，また，意匠の図面は，物品の外観を完全に開示するた

めに十分な数の図を具備しなければならない。表示された表面の特徴又

は輪郭を示すために，表面の陰影を適切に使用しなければならない。 

出願人は，本規則により規定されている図面の所定の様式に代えて，

意匠の写真を提出することができる。ただし，当該写真は本規則で指定

する用紙に印刷し，対応する写真に最も近い用紙に黒で図形番号を付す

ことを条件とする。 

意匠の重要な特徴が使用されているか又は使用しようとしている色彩

である場合は，適用されている色彩を実際に図面に再現することができ

る。そうでない場合は，その色彩が用いられる物品の主な部分を指定し

た上で，クレームされた色彩の名称を挙げる陳述をしなければならない。

（知的財産規則 1514） 

 

［意匠の図形表示の要件（CAD による図面）］ 

墨による製図の代わりのコンピュータ製図 (CAD)等による意匠の図形
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表示は，これが本規則，特に意匠の図面に関する特別な要件について満

たすことを条件に，受理することができる。（知的財産規則 1514.1） 

 

［意匠の図面への破線の使用］ 

図面の開示においてクレームされていない周囲の構造は、必要に応じ

て破線のみにより示すことができる。破線が使用される場合は、クレー

ムされている意匠と交差させてはならず、また、クレームされている意

匠の描写に用いられている線よりも濃いものであってはならない。周辺

構造を示す破線がクレームされている意匠の表示と交差又は交錯する場

合は、その説明図を別個の図として含めなければならない。（知的財産規

則 1514.2） 

 

知的財産規則 1608 に知的財産規則 413、414.1 から 414.15 に規定さ

れている公式な図面の提示に係る規定が意匠に準用されるとしており、

以下に示す。 

［図面の一般的要件］ 

(a) 図面は，出願人が署名しなければならず，又は出願人の代理人が出願

人の名称を図面に署名することができる。図面は，クレームの対象であ

る発明のあらゆる特徴を示さなければならない。図面は、複数の図で構

成し、発明の完全な理解の助けとなるように発明の全ての特徴を示すこ

とができ，各図には連続番号を付し，表現する対象を簡単に説明しなけ

ればならない。 

(b) （略） 

(c) 各図の各要素は，図の他の各要素と適正な割合にする。ただし，別の

割合を使用することが図を明確にするために不可欠である場合は，この

限りでない。 

(d) 発明の同じ部分が図面中の１以上の図に存在する場合は，必ず同じ文

字で示し，別の部分を示すために同じ文字を使用してはならない。（知的

財産規則 1608 で準用される 413） 

 

［図面への最適化についての統一基準］ 

各図面原本は，発明の十分かつ明確な視覚化についての統一基準にで

きる限り近付けなければならず，発明者，庁及び公衆のために最良の結

果をもたらす目的で，技術図面作成の標準要件に従わなければならない。 

従って，以下の規則を厳格に実施するものとし，規則からの逸脱は，

出願審査を確実に遅らせることになる。（知的財産規則 1608 で準用され

る 414.1） 

 

［用紙及びインク］ 

図面は，滑らかで，光沢がなく，墨による消去や修正ができる十分な
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厚みと耐久性のある白紙で作成しなければならない。図面に均質の線を

引くために，墨又は同質物のみ使用することができる。 線及びその他の

要素を隠すための白色顔料の使用は，認めない。（知的財産規則 1608 で

準用される 414.2） 

 

［紙の大きさ及び余白］ 

 図面は，正確に 29.7cm×21cm すなわち A4 判の大きさの紙に作成す

る。最小の余白は，次の通りとする。 

上方：2.5cm、左方：2.5cm、右方：1.5cm、下方：1cm  

図面，図の番号，参照番号及び署名は，余白で囲まれたスペースに収

めなければならない。用紙の短い辺の一方をその上方とみなし，その仮

想線から下向きに 3cm 以上を，名称，番号及び日付よりなる標題のため

に空白にしておく。（知的財産規則 1608 で準用される 414.3） 

 

［文字及び黒の線］ 

 すべての図面は，複製が十分なものとなり得るように，製図器具を使

用して作成しなければならない。図面は，色づけせずに，耐久性があり，

黒色で，十分な濃さがあり、統一的な厚みのある，明確な線を用いて作

成する。すべての線及び文字(署名を含む)は，黒色でなければならない。 

この指示は，すべての線(きわめて細いものを含む)，陰影及び断面図の切

断面を示す線に適用される。すべての線は，整った，鮮明かつ均質な線

でなければならず，また，細過ぎたり詰まり過ぎたりしてはならない。

面に陰影を施すときは，陰影部の輪郭に縁取り線を施さない。断面は，

斜め線の網掛けで示し，これが参照記号及び引き出し線の明確な読み取

りを妨げてはならない。断面又は表面の陰影は，黒く塗りつぶしてはな

らない。フリーハンドの図面は，可能な限り避ける。（知的財産規則 1608

で準用される 414.4） 

 

［線の数は可能が限り少なくし、陰影はなるべく又はまったく使用しな

い］ 

図面は，明瞭に徹するように，可能な限り少ない線で作成しなければ

ならない。本条規則を遵守することにより，縮小後の図面の効果が大幅

に向上する。陰影は(断面図の場合を除いて)予備的なものとして使用し，

他の方法でも描画することができる場合は使用しない。切断面は，破線

又は点線により全体図に示すものとする。また断面図の番号に対応する

番号で指定しなければならない。物体の陰影部には太線を使用するもの

とするが，図面が煩雑になり参照文字が不明瞭になる場合はこの限りで

ない。図面の作成においては，光の位置は，常に左上隅から 45 度の角度

で射し込むものと想定する。（知的財産規則 1608 で準用される 414.5） 
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［図面の縮尺；図面の提示］ 

図面の縮尺は，詰まり過ぎることなく発明の各図を明確かつ十分に示

すのに十分な大きさでなければならない。一枚の用紙に十分に収まらな

い場合は，二枚以上の用紙を使用することができるが，用紙の枚数は，

必要最小限の枚数よりも多くしてはならない。 

同じ図面の用紙には，複数の図を含めることができる。二枚以上の用

紙に含まれる図が，事実上単一の完全な図を形成する場合は，複数の用

紙に含まれる図は，各用紙に掲載される図のいずれの部分も隠すことな

く完全な図にまとめることができるよう配置する。 

図面の縮尺及びその実施図の特性は，３分の２の大きさに直線を縮尺

して写真により複製したものでも，すべての詳細を問題なく識別するこ

とができるものとする。 

例外的な場合には，図面上に縮尺が示されていれば，図により表示す

るものとする。（知的財産規則 1608 で準用される 414.6） 

 

［参照文字及び数字］ 

異なる図には連続番号を付す。参照文字及び数字は，記入方法に注意

しなければならない。高さは，なるべく 32mm 以上とし，10.6mm への

縮小に耐えられるようにする。十分な余地があるときは，これより大幅

に大きくしてもよい。参照文字及び数字は，図面の密接したかつ複雑な

部分の完全な理解を妨げないように配置するものとし，線と交差又は交

錯することが殆どないようにする。一定の部分の周囲にまとめて表示す

る必要がある場合は，余地があるときは若干の距離をおいて配置し，参

照する部分と線で結ぶ。陰影が施された面には配置しないものとする。

これを避けることができない場合は，文字が入る陰影の部分を白抜きに

して，図面とは別の独立した部分であることがわかるようにする。図面

に記載される数字，基準線は全て簡潔かつ明確なものにする。角括弧，

丸括弧又は引用符は，数字及び文字と関連しては使用しない。（知的財産

規則 1608 で準用される 414.7） 

 

［署名の位置］ 

出願人の氏名及び署名又はその正式の権限を付与された代理人の氏名

及び署名は，各用紙の右下端の仮想余白内に記載するものとし，如何な

る場合も，図面に掛かってはならない。（知的財産規則 1608 で準用され

る 414.8） 

 

［図面用紙における大きな図の位置］ 

各図は，無駄な余白を作らずに，相互から明確に離して１以上の用紙

に縦長に配置するのが望ましい。図が縦長に配置されない場合，例えば，

発明を適切に例示するために用紙の幅より大きな図が必要な場合は，図
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の上部が用紙の左側に来るように横書で表示する。（知的財産規則 1608

で準用される 414.9） 

 

［フローシート及び図表］ 

（略）（知的財産規則 1608 で準用される 414.10） 

 

［IPOPHL 電子公報の図面要件］ 

原則として，各発明について一つの図のみを IPOPHL 電子公報に表示

することができる。図面の図は，発明の内容又はその具体的な改良点を

示すものを選択しなければならない。この目的のため，図は，審査官の

判断により，斜視図，平面図，側面図又は断面図にする。（知的財産規則

1608 で準用される 414.11） 

 

［参照記号］ 

（略）（知的財産規則 1608 で準用される 414.12） 

 

［写真］ 

(a) （略） 

(b) （略） 

(c) 当該写真が受理されるためには，写真業界で一般に認められている

次の特性を有する印画紙，すなわち表面が滑らかで，白無地の印画紙に

焼き付けた写真，又は適切な寸法の感熱紙又は少なくとも材料 20

（substance 20）のボンド紙に印刷された写真。（知的財産規則 1608 で

準用される 414.13） 

 

［図面に記載してはならないもの］ 

代理人のスタンプ又は広告若しくは宛先は，図面に記載してはならな

い。（知的財産規則 1608 で準用される 414.14） 

 

［前記の規則に従わない図面は条件付きで受理される］ 

前記の規則に従って作成していない図面は，発明を十分に例示してい

るときは審査の目的で認められるが，この場合は，出願が許可される前

に図面を訂正するか又は新しい図面を提出しなければならない。 

出願人は，図面を作成するために技量を有する製図者を採用すること

が望ましい。（知的財産規則 1608 で準用される 414.15） 

 

(vi) 優先権 

 対応する外国出願の最先の出願日から 6 月以内の出願について、優先

権の主張が認められる（知的財産規則 1602）。 

 対応する外国出願の出願国、出願日、出願番号のほか、出願がなされ
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た官庁によって作成された英語の調査報告の写し、引用された関連書類

の複写などの提出が求められる（知的財産規則 1606）。 

 

(vii) 登録要件 

 新規性又は創作性のある意匠が保護を受け（知的財産法第 113.1 条）、

技術的若しくは機能的考慮により特定される意匠、公序良俗に反する意

匠は保護されない（知的財産法第 113.2 条、知的財産規則 1501）。これ

らの要件が満たされれば登録されるとされている（知的財産法第 117 条）

が、実体審査は行われないため、方式要件が満たされれば登録される（知

的財産規則 1505）。 

知的財産規則 1703 によれば、30 日の公告期間の経過後、登録に不利

な情報を受領しなかった場合、庁は意匠の登録を認め、通知する、とし

ている。 

 新規性に関しては世界公知を採っている（知的財産法第 119 条で準用

される第 23 条）265。 

 また、新規性の程度として、通常の観察者が先行意匠と誤解する可能

性のある些細な点のみで先行意匠と異なる意匠は、新規とは見なさい（知

的財産規則 1503）とされる。 

 

(viii) 新規性喪失の例外規定（グレースピリオド） 

出願日又は優先日前 6 月の間の、創作者による開示、創作者の出願に

よるが開示されるべきでなかった開示又は第三者による冒認出願による

開示の場合、新規性喪失とはみなされない（知的財産法第 119 条で準用

される第 25 条、知的財産規則 1503） 

 

(ix) 出願公開制度、第三者による情報提供 

出願は方式要件を満たせば登録され、公告される（知的財産法第 117

条）。 

知的財産規則 1703 によれば、30 日の公告期間の経過後、登録に不利

な情報を受領しなかった場合、庁は意匠の登録を認め、通知する、とし

ている。 

意匠出願は登録公告後、30 日間の間、第三者からの反対意見を受付け

る。反対意見は、宣誓供述人の個人情報及び事情並びに登録に異議を申

し立てる理由を述べる陳述書の形式で提出しなければならず、証拠によ

り立証されている必要がある（知的財産規則 1701）。 

 

(x) 公開繰り延べ又は秘密意匠制度 

                                                   
265 ここで第 119 条の原文（翻訳文でも）では「準用される第 21 条」とされているが、条文

の表題から第 23 条の誤記と思われる。  
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法令等に規定は見当たらないが、アンケート調査の回答によると、運

用により、出願人の希望する公開日を出願申請書に記載することにより

公開日を指定できる制度があり、指定できる日付にも制限はない。 

 

(xi) 権利付与前の異議申立制度 

意匠出願は登録公告後、30 日間の間、第三者からの反対意見を不利な

情報として受付ける。反対意見は、宣誓供述人の個人情報及び事情並び

に登録に異議を申し立てる理由を述べる陳述書の形式で提出しなければ

ならず、関連先行意匠を引用した証拠により立証されている必要がある。

IPOPHL は、前記の要件を満たさない提出物は考慮に入れない。これに

加えて、利害関係人は、出願，登録手続及び登録制度全般の理解を深め

るため、IPOPHL での協議を請求することができる。このために、当該

関係者は、請求から 30 日以内で協議に応じることのできる日の候補を 3

日指定する。IPOPHL は、協議の請求の受領を確認し、提出された不利

な情報に係る追加情報又は説明を請求することができる。協議後 10 日以

内に、利害関係人は、新しい情報を含めるため、宣誓陳述書の形式によ

り、補足的に不利な情報を提出することができる。不利な情報はすべて

出願人に送付され、出願人は、通知の郵送日から 30 日以内にそれらにつ

いて見解を述べることができる。提出された不利な情報のコピー及びそ

れについての出願人の見解は、対象となる出願の包袋の一部を構成する。 

当該実用新案及び意匠の出願の登録性を決定する際は、本規則に基づ

き提出された不利な情報のみが考慮される。IPOPHL は、実用新案及び

意匠の出願に関する IPOPHL の決定について、不利な情報の提出者に対

して通知する（知的財産規則 1701）。 

局長は、意匠を登録するか否かを決定する。局長は、出願人に対し、

登録性要件を満たすように出願の補正を指示することもできる。このた

めに、局長は、職権によって登録性に関する報告を発行することもでき

る。補正出願は、本規則に基づき、登録前に再公告される。 

局長が実用新案又は意匠の登録を拒絶又は却下する場合は、出願人は、

知的財産法第 7.1 条(b)及び本規則第 13 部に基づき、当該決定について長

官に不服申立をすることができる。局長の決定又は命令の再審理の申立

は認められない。 

局長が、実用新案又は意匠の登録を認めた場合は、利害関係人は、実

用新案については知的財産法第 109.4 条、意匠については知的財産法第

120 条、両当事者系手続に関する規則に基づき、取消申請を法務局に提

出することができる。実用新案又は意匠を認める局長の決定について長

官に不服申立をすることができる（知的財産規則 1702）。 

 

(xii) 登録手続・登録に要する費用 

 出願が本規則に定められているすべての登録性の方式要件を満たし，
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庁が 30 日の公告期間の経過後に関係コミュニティから不利な情報を受

領しなかった場合は，庁は，実用新案又は意匠の登録を認め，出願人及

び関係コミュニティにその旨を通知する（知的財産規則 1703）。 

 登録に要する費用は出願時に必要な 3,030 フィリピンペソ（PHP）266の

みである。なお、総資産が 1,000,000PHP 未満の小規模事業者の場合、

費用は半額となる267。 

 

(xiii) 意匠権の存続期間及び権利の効力範囲 

 意匠登録の存続期間は、出願から 5 年とされ、更新料の納付により 5

年ごと 2 回の更新が可能である。先行意匠と誤解する可能性があるよう

な些細な点のみで異なる意匠は新規とはみなさない（知的財産規則

1503）とされるので、効力は類似まで及ぶものと推測される。 

権利の制限事項として私的・非商業的規模又は非商業的目的（ただし、

権利者の経済的利益を重大に害さない場合）での使用、科学又は教育目

的での使用を除外している（知的財産法第 119条で準用される第 72条）。

さらに、安全保障上必要な場合、国家又はその許可を得た第三者が使用

すること認めている（知的財産法第 119 条で準用される第 74 条）。 

 

(xiv) 無効理由、権利付与後の異議申立、無効審判制度 

 意匠がその定義（知的財産法第 112 条）及び実体的要件（知的財産法

第 113 条）を満たしていない場合、内容が新規でない場合、意匠の内容

が当初出願の範囲を超える場合、何人も意匠の登録の取消を知的財産庁

法務局長に申請することができる（知的財産規則 1520）としている。 

 

(xv) 拒絶査定不服審判制度及びその他の審判制度 

 意匠出願の方式審査が終了すると、報告が出願人に送付される（知的

財産規則 1506）。審査官による処分が出願人に不利であった場合、処分

に応答した上で、補正して又は補正せずに再審査及び再審理を請求する

ことができる（知的財産規則 1507 で準用される知的財産規則 911）。再

審査及び再審理は 2回まで、同じ手続きで可能である（知的財産規則 1507

で準用される知的財産規則 912）。2 回目の再審査若しくは再審理で審査

が確定するが、審査官の拒絶に不服がある場合、局長（Director）に対

して不服申立を行うことができる（知的財産規則 1507 で準用される知的

財産規則 913）。局長の決定に対し不服のある場合は長官に不服申立てを

することができる（知的財産規則 1702）。 

さらに、長官の決定に対し不服のある場合は裁判所規則に基づいて上訴

裁判所への上訴が可能である（知的財産規則 1311）。 

                                                   
266 日本銀行「基準外国為替相場及び裁定外国為替相場（2013 年 2 月に適用）」に基づくと、

1PHP=約 2.05 円 
267 アンケート調査結果、料金表  
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(xvi) その他、意匠保護の枠組みや出願等に関する手続 

 意匠登録の審査に関しては方式審査のみが実施されるが、出願人又は

利害関係人(当該意匠に関して訴訟が係属している場合は，司法及び準司

法機関を含む)は、所定の手数料を納付して、登録意匠の登録性に関する

報告書を請求することができる（知的財産規則 1505、1901）。（→（５）

（vii）） 

 

（５） 審査業務内容 

(i) 審査業務を行う体制（業務分担、決裁権限等） 

 願書の記載等が手続要件に合致しているかどうかの審査の担当は 5 名、

これらの審査官は意匠分類の付与・管理を兼任している268。 

 新規性・独創性等の実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）。 

 意匠を登録するか否かは局長が決定する（知的財産規則 1702）。 

 

(ii) 登録前に行う意匠審査の範囲 

 実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）ため、方式要件のみが

審査される。 

 方式審査の内容は以下の方式要件が考慮される（知的財産規則 1506）。 

a. 登録できない意匠に該当するものの一つであること 

b. 意匠登録願書の内容 

c. 条約に基づく優先権主張を伴う場合は、優先権書類（優先権を伴う

出願番号、出願日、出願国） 

d. 出願人が創作者でない場合は、権原を示す証拠 

e. 該当する場合は、譲渡証 

f. 全ての手数料の納付 

g. 出願人の署名 

h. 創作者の特定 

i. 説明書（独特な特徴）の内容 

j. 公式な図面 

 

(iii) 分類付与に関する業務（意匠分類を付与する業務及び出願人が付与した

分類が不適切な場合の業務等） 

 出願人は願書様式に分類の記載を求められない269。 

 方式要件を順守した出願は分類が付与される（知的財産規則 1613 によ

り準用される知的財産規則 700） 

 

                                                   
268 アンケート調査結果  
269 IPOPHL ウェブサイト

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf

（最終訪問日 2013 年 1 月 28 日）  

http://www.ipophil.gov.ph/document_lefttab/8d9945e1_ID%20Application%20Form.pdf
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(iv) 審査順の定め方 

 審査順の定め方に関する情報は得られなかった。 

 

(v) 実体審査等の内容 

 実体審査は実施されない（知的財産規則 1505）。 

 

(vi) 知財庁からの不登録事由に関する通知内容及び出願人による不備の治

癒 

 意匠出願の方式審査が終了すると、方式審査に関する報告書が出願人

に送付される（知的財産規則 1506）。審査官による処分が出願人に不利

であった場合、処分に応答した上で、補正して又は補正せずに再審査及

び再審理を請求することができる（知的財産規則 1507 で準用される知的

財産規則 911）。 

 

(vii) 権利の有効性又はサーチレポートの作成の有無に関する情報 

 出願人は、その意匠の新規性又は独創性に関する IPOPHL の決定から

の利益を享受するために、その意匠権を行使する前に、所定の手数料を

納付して、登録意匠の登録性に関する報告書を請求することができる（知

的財産規則 1505、1901）。また、利害関係人(当該意匠に関して訴訟が係

属している場合は，司法及び準司法機関を含む)も、所定の手数料を納付

して、登録意匠の登録性に関する報告書を請求することができる（知的

財産規則 1901）。 

この報告書には，請求人が登録意匠の請求の範囲の新規性に関する有

効性を判断する助けとなるように、関連の先行意匠書類の引用及び関連

の程度に関する適切な表示が含まれる。また、報告書には先行意匠調査

の範囲が示され、既知の又はフィリピンで他人が実施している関連先行

意匠、意匠出願の出願日又は優先日の前に世界において配布されている

印刷物で説明されているもの又は世界において電気通信回線を通して公

衆の利用に供されているものが含まれる。既知の又は実施されている先

行意匠の場合には，宣誓供述書により裏付けがされる。 

当該報告書が意匠出願の公告前に発行された場合は、出願ととともに

公告される。当該意匠出願の公告前にこの報告書が発行された場合、そ

れが公告されたか否かを問わず、出願人又は利害関係人は、事後の報告

書に、従前の報告の発行後に提起又は発見されたその他の情報又は文献

を含めるよう請求することができる（以上、知的財産規則 1902）。 

この報告書は、所定の手数料全額の納付書を付した請求の受領から 2

月以内に作成される（知的財産規則 1903）。 
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(viii) 先行意匠調査の対象範囲（先願・登録意匠、意匠公報調査対象国、公

知文献等） 

 登録性に関する報告書の調査範囲には、既知の又はフィリピンで他人

が実施している関連先行意匠、当該意匠出願の出願日又は優先日の前に

世界において配布されている印刷物で説明されているもの又は電気通信

回線を通して公衆の利用に供されているものが含まれる（知的財産規則

1902）。 

  

(ix) 先行意匠調査にかける期間 

 登録意匠の登録性に関する報告書は、所定の手数料全額の納付書を付

した請求の受領から 2 月以内に作成される（知的財産規則 1903）。 

 

（６） その他意匠制度の運用等に関する情報 

(i) 審査等の業務内容に関する品質管理体制・手法 

 業務内容に関する品質管理体制・手法についての情報は得られなかっ

た。 

 

(ii) 審査官を育成するための研修 

WIPO、USPTO、JICA、KOICA の開催するセミナー、研修への出席。

庁内での特定分野のエキスパートによるセミナー、IP 庁主催のエコーセ

ミナー、製造会社のプラント訪問など270。 

 

(iii) 意匠制度に関する海外知的財産庁との会合 

 海外知財庁との会合は行っていない271。 

 

(iv) 意匠登録制度に関する外国からの物的支援及び研修等の提供 

 海外からの支援は特に受けていない272。 

 

(v) その他意匠制度に関し海外の機関から受けている支援（交通費支援等） 

 海外からの支援は特に受けていない273。 

 

(vi) 模倣品対策に関する国内関係部署との連携（税関・警察） 

 警察、NBI（国家捜査局）、税関等の機関と協力がある274。 

 

(vii) 意匠登録制度の利用促進や活用支援に関する取り組み（ユーザー向け説

                                                   
270 アンケート調査結果  
271 アンケート調査結果  
272 アンケート調査結果  
273 アンケート調査結果  
274 アンケート調査結果  
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明会、研修、各種料金の減免・補助金等)に関する情報 

 利用促進等の取り組みは行っているが、詳細は不明275。 

 

（７） 意匠権に係る判例について 

   意匠の表現に関する判例は得られなかった。 

 

（８） 参考文献 

(i) 知的財産法（2008 年法律第 9502 号により改正された法律第 8293 号、

2008 年 7 月 4 日施行） 

 

(ii) 知的財産施行規則（特許・実用新案・意匠に関する施行規則、改正：2011

年 4 月 20 日） 

 

(iii) 知的所有権に係る法律の違反に対する行政不服申立に関する規則（2010

年 12 月 6 日公布） 

 

(iv) 当事者系手続に関する規則（標章、特許、実用新案及び意匠の取消申請、

標章登録への異議申立、強制ライセンス許諾）（1998 年 10 月 2 日公布） 

                                                   
275 アンケート調査結果  
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