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３．意匠
3-1 定義
意匠とは、線や色に関係するか否かを問わず、線または色で構成される構図、または三次元
の形状をいう。ただしそれらの構図や形状は、製造品95 や手工芸品に、新規で独特96である特
別の外観を与え、模様としての機能を果たすものでなければならない。
技術的結果を得るための主に技術的もしくは機能的考慮によって特定される意匠、または公
序、健康、または善良の風俗に反する意匠は、保護されない97。

3-2 登録の必須条件
A. 装飾性
装飾とは、対象物や物品に、魅力的な外観を与える美しさを意味する。登録可能な意匠は、
物品の審美的な美しさと魅力的な外観を向上させ、かつ既知の意匠の特徴もしくはその組み合
わせとは顕著に異なる特性を示すものでなければならない98
B. 新規性
IP 法は、先願主義を採用している99。 2 以上の者が相互に別個にかつ独立して意匠を考案し
た場合は、当該意匠を受ける権利は、その意匠について出願をした者に帰属し、同一の意匠に
ついて 2 以上の出願があった場合は、意匠を受ける権利は最先の出願日または優先日を持つ出
願の出願人に帰属する100。
意匠は、それが先行技術の一部を構成する場合は新規性が無いとみなされる。先行技術は、
当該発明の出願日か優先日より前に、世界のいずれかの場所で公衆が入手可能である全ての物
であり、印刷された資料か有形の形式で開示されいるものを含む101 。意匠における先行技術の
判断基準は、特許の場合の基準と同様である102。
C. 独創性
多尐の差異だけでは、出願した意匠を新規もしくは独創的と判断するには不十分である。一
般の観察者の混乱を排除できるだけの十分な差異が存在しなければならない103。

実用新案および意匠に関する、規則 301：製造品とは、有用または実用的な技術に属する物またはその一部であ
って、個別に製造および販売することができるものと定義される。
96 実用新案および意匠に関する規則、規則 300
97 実用新案および意匠に関する規則、規則 300
98 実用新案および意匠に関する規則、規則 301.1
99 実用新案および意匠に関する、規則 304
100 IP 法、29 条
101 実用新案および意匠に関する規則、規則 401
102 IP 法、25 条 1 項
103実用新案および意匠に関する規則、規則 302
95
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3-3 方式要件
出願人は、意匠登録の出願書類およびその他の必要な文書をフィリピン語か英語で作成し、
特許局長に提出しなければならない。出願日または優先日を確保するため、次の書類を提出す
る必要がある104。
1. 登録申請書
完全に記入された局指定の登録申請書で、出願人の氏名・住所、出願人がデザインした者
ではない時は意匠の権利の出所を示す声明、その意匠が使用される製造品の種類の指定を含
む。
2. 次の内容を含む説明書
(a) 名称：デザインの名称は、デザインを具現化する特定の物品を技術的に指定しなけ
ればならない
(b) 図面の各種図の簡単な説明：正式な図面の複数の図または図もしくは図形の詳細な
説明。図面の各図すなわち透視図、正面図、側面図、平面図、底面図および/または
背面図について簡単に説明し、対応する図番号も表示する。
(c) 意匠の特有の特徴 ： 必要な場合にはデザインの固有の特徴の陳述書。請求対象のデ
ザインの主要とみなされる新規かつ装飾的な固有の特長を記述した陳述書。
(d) 請求の範囲 ： 請求の範囲は、物品の装飾デザイン(名称を指定)に対する正式な用語
で記述されなければならない。複数の請求項は必要ではなく、また許可されない。
3．出願人または代理人の署名を含むデザインの完全な外観を示すデザインの各種図の図面。
特許局は、意匠の図面に関する規則の要求事項を充足することを条件として、デザイン
の写真や他の適切な図表を受理できる。
さらに、意匠の図面は、物品の外観の完全な開示を構成する、十分な数の外観から構成され
なければならない。適切な表面上の陰影は、表示される表面の特徴や輪郭を示すために使用さ
れなければならない105。
色のクレームの場合、表面上の陰影の代わりにデザインの断面図が要求され、特許局が指定
するカラーチャートに基づく色識別が適用される。

309 および 312
実用新案および意匠に関する規則、規則 312.5

104実用新案および意匠に関する規則、規則
105
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3-4 方式審査
実体審査は、意匠では実施されない。意匠出願は分類された後、前述の方式要件を具備して
いるかを審査される。その後それらに関する報告書が出願人に対して送付される。方式審査に
おいては、(1)意匠登録に対する権利、 (2)意匠登録を出願する人物、(3)出願日に関する要件、
(4)その他の方式要件、が考慮される106。

3-5 公告
方式要件を満たす出願は、IPO 公報に、データ目録と（存在する場合は）代表的な図面の形
式で公開される。出願人が登録可能性報告書を要求した場合には、登録可能性報告書も同時に
公開される107。
すべての利害関係者は、意匠出願の公告日から 2 カ月以内であれば、登録可能性報告書を特
許局長に対して申請し、あるいは当該意匠が新規性を有しないことを宣誓した文書を裏付けと
なる情報、証拠またはデータとともに特許局長に提出することができる。特許局長は、提供さ
れた情報を立証するための関連する付随事実を提出するよう要求することがある108。
申請書および／または異議を唱える情報の受理日から 2 カ月以内に、特許局長は、当該意匠
を登録するか否かを決定し、要求されていた場合は登録可能性報告書を発行する。同期間内に、
特許局長は自己の裁量に基づいて登録可能性報告書を発行する場合がある109。

3-6 登録
特許局長は、2 カ月の期間内に異議を唱える情報を受理しなかった場合は、登録を認証し、
意匠出願の発表日をもって効力を発する登録証書の作成および発行を指示する110。

知的財産庁命令 NO. 09 (2000)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 307
知的財産庁命令 NO. 61 (2001)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 314
108 知的財産庁命令 NO. 61 (2001)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 314.1
109 知的財産庁命令 NO. 61 (2001)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 314.1
110 知的財産庁命令 NO. 61 (2001)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 314.1
106
107
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3-7 図
IPO に対する意匠出願手続は以下の通りである。

出願
による拒絶査定
方式審査

方式審査報告書
サーチレポート

特許出願へ変更

補正

登録

IPO 公報に
公告

特許出願手続

出願の
取下げ
登録可能性
レポート

期間は出願日から 5 年間であり、更新料を支払った上で、それぞれ連続して 5 年の期間を、2
期まで更新できる111。
3-8 登録の取消し
何人も、意匠登録の期間中は必要な手数料の支払いの上、次の根拠のいずれかに基づいて登
録取消しを請求することができる112。
(a) 意匠の対象が、IP 法の第 112 条、第 113 条の条件により登録できない
(b) 対象となる意匠に新規性が無い
(c) 対象となる意匠が、当初出願された請求の範囲を超えている場合

111
112

知的財産庁命令 NO. 61 (2001)により補正された実用新案および意匠に関する規則、規則 315.
実用新案および意匠に関する規則、規則 317
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資料 9 意匠登録願

REQUEST FOR REGISTRATION OF
AN INDUSTRIAL DESIGN
(The following is to be filled in by the Intellectual
Property Office)

APPLICATION No.
THE UNDERSIGNED HEREBY REQUEST THAT
THIS INDUSTRIAL DESIGN APPLICATION BE
REGISTERED.

FILING DATE:

Date of Receipt:
Box No. 1 TITLE OF THE DESIGN

Box No. II APPLICANT (Whether or not also Designer). Use this box for indicating the applicant or, if there are several applicants, on
of them. If more than one person (includes, where applicable, a legal entity) is involved, continue in supplemental box.
The person in this box is (check one only):

applicant and designer

x

applicant only

Name and address:

Telephone No.
(including area code)
Country of Nationality:

Fax Address:

E-Mail address

Country of Residence:

Box No. III DESIGNER(S). A separate sub-box has to be filled in in respect of each person. If the following two sub-boxes are
insufficient, continue in the “Supplemental Box” (giving there for each additional person the same indications as those requested in the
following two sub-boxes) or by using a “continuation sheet”.
The person in this box is (check one only):

applicant and designer

designer only

Name and address:

If the person identified in this sub-box is applicant (or applicant and designer), indicate also:
Country of Nationality:

Country of Residence:

The person in this box is (check one only):

applicant and designer

Name and address:

101

designer only

If the person identified in this sub-box is applicant (or applicant and designer), indicate also:
Country of Nationality:

Country of Residence:

Box IV. AGENT (IF ANY) OR COMMON REPRESENTATIVE (IF ANY); ADDRESS FOR NOTIFICATION (IN CERTAIN
CASES) A common representative may be appointed only if there are several applicants and if no agent is or has been appointed. The
common representative must be one of the applicants.
The following person (includes, where applicable, a legal entity) is hereby/has been appointed as agent or common
representative to act on behalf of the applicant(s) before the Intellectual Property Office.

Name and address, including postal code:

Telephone number:

Fax No.:

E-mail address:

Box No. V. PRIORITY CLAIM (IF ANY). The priority of the following earlier application(s) is hereby claimed:
Country in which it was filed:

Filing Date

Application No.
(month, day, year)

(1)
(2)

(3)
Box No. VI. SIGNATURE OF APPLICANT (S) OR AGENT OVER PRINTED NAME (S)
Applicant
By:
Attorney-in-Fact
(Name & Official Title)
If the present Request form is signed on behalf of any applicant by an agent, a separate notarized power of attorney appointing the
agent and signed by the applicant is required. If in such case it is desired to make use of a general power of attorney (deposited with
the Intellectual Property Office), a copy thereof must be attached to this form.
Box No. VII. CHECK LIST (To be filled in by the Applicant)
This application as filed is accompanied by
the items checked below
The application contains the following number of sheets:
11. request ………………..
sheets
12. description ……………
sheet
13. claims ………………...
sheet
14. abstract ……………….
sheet
15. drawing(s) ……………__ sheets
Total
sheets
Figure number _______ of the drawings (if any) is suggested to
accompany the abstract for publication.

1.

separate notarized power of attorney

2.

copy of general power of attorney

3.
4.
5.
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priority document(s) (see Box No. V)

x
cheques for the payment of fees
x
other document(specify)

資料 17 実用新案／意匠出願登録手続

出願
による拒絶査定

知的財産庁の特許局に対して

方式審査

方式審査レポート
調査レポート
2 ヶ月以内

特許出願へ変更

特許出願手続

補正

登録

IPO 公報に
公告

122

出願の
取下げ
登録可能性
レポート

