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２．発明の特許と実用新案の登録
発明の特許保護に関する法律は、IP 法の第 20 条から 111 条に規定されている。さらに、フ
ィリピンは、パリ条約、TRIS 協定および特許協力条約(PCT)の同盟国であり、それらに定めら
れている規定はフィリピンにおいて実現化されつつある。
2-1 発明の特許
A．定義
人間の活動の全ての分野における問題の技術的解決であって、新規性および進歩性を有し、
産業上の利用可能なものは特許を受けることができる38。発明とは以下のもの、または以下に
関連するものである。
1.
2.
3.
4.

便利な機械
製品や製法、それらの改良
微生物
非生物的で微生物学的な方法

B．新規性
世界公知の基準が採用されている。また、新規性の判断は出願日または優先日の前の 12 ヵ
月間の猶予期間があり、以下の場合には発明の新規性を害さない。
1.
2.
3.
4.

発明者による開示
特許庁による誤った発明の公開
発明者から直接または間接に情報を得た第三者により、発明者の認識や同意無く行
なわれた出願の公開
発明者から直接または間接に情報を得た第三者による開示39

C．進歩性
発明は、出願日または優先日の時点で、先行技術に照らして当業者にとって自明でない場合
は、進歩性を有すると判断される40。
薬物や薬剤の発明である場合、その発明が、既知の物質に関する新しい形状や性質の単なる
発見であり、物質の効能を向上させるものでない場合、あるいは既知の物質の新しい特性や使
用法の単なる発見である場合、あるいは既知の方法の単なる使用であり、その使用が尐なくと
も 1 つの反応物質を利用した新しい製品を生み出さない場合は、進歩性がないと判断される41。

IP 法、21 条
IP 法、 5 条
40 IP 法、26 条 1 項
41 フィリピン共和国法 No. 9502 の下に補正された、IP 法、26 条
38
39
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D．産業上の利用可能性
産業で生産し使用することができる発明は、産業上の利用可能性を有する42。
E．特許を受けることができない発明
次に掲げる発明は、特許保護から明示的に除外されている。
1.

発見、科学の理論、数学の方法。医薬品では、既知の物質の新しい形状や性質の単
なる発見で、その物質の既知の効果の拡大とはならない、または既知の物質の新し
い性質や使用の単なる発見である、もしくは既知の方法の単なる使用であり、その
既知の方法が尐なくとも新しい一つの反応物質を使用する新しい製品とはならない
場合

2.

精神的な活動の実施、遊戯、事業活動に関する計画、規則、方法と、コンピュータ
ー・プログラム

3.

手術または治療による人体や動物の体の処置方法、人体や動物の体の診断方法

4.

植物の品種43、動物の品種、植物・動物の生産にとって本質的に生物学的な方法

5.

美的創作物

6.

公益や道徳に反するもの44

2-2 実用新案
A．定義
特許証は、実用新案にも発行される45。人間の活動の全ての分野における問題の技術的解決
であって、新規性を有し産業上利用可能な実用新案登録を受けることができる。
発明特許と実用新案の対象物は同じである。ただし実用新案の登録には進歩性は要求されな
46
い 。
B．特許を受けることができない実用新案発明
IP法の第22条における「特許を受けることができない発明」の規定は、同様に実用新案にも
適用される。
42
43

IP 法、27 条
植物品種は共和国法 No.9168 の下で、特別の保護を与えられている。

9502 の下に補正された、IP 法、22 条
IP 法では、「実用革新」もしくは 「小特許」という用語は使用されない。
46 IP 法、109 条
44フィリピン共和国法
45
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C．発明特許との相違点
1.

発明は、進歩性の要求は無しに実用新案としての登録が認められる47。

2.

実用新案の登録は、出願日または優先日から7年目の末日に失効し、更新は不可能で
ある48 。

3.

実用新案出願は、方式要件の充足のみについて審査が行なわれる49。

4.

特許出願とは異なり、実用新案出願には実体審査は行なわれない。

5.

出願人は、同時か逐次的かを問わず、同一の対象について、実用新案登録と特許付
与の2件を出願することはできない50。

6.

一回に限り、特許出願を実用新案出願に変更する、またはその逆を行なうことがで
きる51。

7.

実用新案の登録は書誌目録および（ある場合は）代表的な図面の形式でIPO EGazetteで公告される52。

2-3特許出願の方式要件
出願日または優先日を確保するために最低限度必要な請求事項は次のとおりである。
1.

以下の内容を含む、完成され署名された「フィリピンの特許付与申請」フォーム53
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

特許付与の申請
発明の名称
出願人の氏名と住所
発明者の氏名と住所
パリ条約による優先権の主張がある場合 54、出願番号、原産国、最初に出願され
た国における出願日55
(f) 非居住者による出願の場合、居住する代理人の氏名と住所、および
(g) 出願人、居住する代理人の署名

47

同上
IP 法、109 条 3 項
49 実用新案および意匠に関する規則
規則 206.
50 IP 法、111 条
51 発明に関する規則、規則 214 および 215
52 実用新案および意匠に関する規則、規則 211
53
付属資料の“特許願(Request for Grant of Philippine Patent)フォーム”参照
54 パリ条約の加盟国である市民は、最も早い外国出願日から 12 カ月以内であれば、フィリピンでの出願において条
約の優先権を主張できる。
55 IP 法、31 条
48
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2.

説明書、一つ以上のクレーム、必要な図面からなる明細書56

迅速な方式審査のために、出願書類と同時に以下の文書等を提出することができる。
1.
2.
3.
4.
5.

所定の出願料57
要約書
先に申請した出願の優先権を主張する場合、優先権証明書の認証された写し58
発明が譲渡される場合、公証された特許証の出願の譲渡証書59
居住する代理人のための署名された委任状(POA)

2-4PCT 国内移行手続のための方式要件
PCT の国際出願は、PCT の第 22 条（1）と第 39 条（1）（a）に基づく優先日から 30 ヵ月
以内に、出願人が IPO に対して、英語で記載された国際出願書のコピー（既に国際事務局によ
って送達されていない限り）、または出願が別の言語で行なわれた場合はその英語の翻訳文を
提出した時に、国内手続に継続される60。
迅速な方式審査のために、国際出願書類と同時に以下の文書を提出することができる。
1. PCT/IPO/501 の申請フォーム61
2. 適用可能な場合、PCT 第 19 条に基づくクレーム補正
3. 適用可能な場合、国際予備審査報告の附属書類に含まれる、PCT 第 34 条に基づく
説明、クレーム、図面の補正、
4. 居住する代理人のための委任状
5. 国際調査報告（PCT/ISA/210）
6. 国際予備審査報告（PCT/IPEA/409）ならびに
7. 優先権書類の提出または送付に関する通知（PCT/IB/304）

2-5 特許出願手続
1. 先願主義
フィリピンは IP 法の下で先願主義を採用している62。 この点は、旧特許法の下で採用してい
た先発明主義から移行した63。
IP 法、40 条 1 項；発明に関する規則および規制、規則 400
出願料は、出願時または出願日から 1 カ月以内に支払わなければならない。所定の料金の支払いがない場合は、
出願は自動的に取り消された／撤回されたとみなされる。
58 優先権証明書の謄本が英語でない場合は、その英語の翻訳文と共に、出願日から 6 カ月以内に提出しなければな
らない。上述の期間は、正当な理由が提示されたときに限り、IPO 長官によってフィリピンが加盟している条約
に準拠して最大 6 カ月延長される場合がある。
59 付属資料の”特許譲渡申請書(Assignment of Application for Letters Patent)参照
60 PCT 出願に関するフィリピン国規則 (“Pro-PCT”)、規則 35
61 付属資料「国内移行手続申請書フォーム」参照
62 IP 法、29 条
56
57
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2 以上の者が相互に別個にかつ独立して発明をした場合は、特許（または実用新案登録）を
受ける権利は、その発明について出願をした者に帰属し、同一の発明について 2 以上の出願が
あった場合は、特許（または実用新案登録）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64。
2. 条約に基づく優先権の主張
協定、条約、または法律によってフィリピンの国民と同様の特権を与える外国において、同
一の発明(もしくは実用新案)について先に出願をした者は優先権を主張できる。フィリピン国
内での出願は、外国で出願をした日に出願されたものとみなす。ただし、当該出願において優
先権を明示して主張し、最先の外国での出願がなされた日から12カ月以内に出願し、フィリピ
ンにおける出願日から6ヶ月以内に当該外国での出願の認証謄本を英語の翻訳文とともに提出
することを条件とする65。上述の6ヶ月は、正当な理由がある場合、またはフィリピン国が加盟
している／加盟国を予定している協定に準拠して、特許庁長官により延長される可能性がある
66。
3. 方式審査
IPOに対して特許出願されると、特許局（Bureau of Patents）において方式審査が実施され
る。方式審査においては、次の要求事項について審査し、IP法との適合性を判断する。すなわ
ち審査事項とは：(1)フィリピンの特許付与申請書の内容、(2)パリ条約に基づく優先権を主張す
る場合は優先権証書、(3)権利証書(出願人が発明者ではない場合)、(4)譲渡証書、 (5)所定の料
金に係る支払証書 、(6)出願人の署名(複数の場合もある)、 (7)発明者(複数可)の身分証明、およ
び (8)正式な図面（複数可）など67。
4. 先行技術調査報告書(サーチレポート)
方式審査後、出願特許は国際特許分類に基づき分類され68、先行技術を見つけ出すための調
査が行なわれる。先行技術調査報告書（サーチレポート）が完成し、出願日または優先日から
18ヵ月が経過すると、出願はサーチレポートと共にIPO公報で公告される（「特許付与前公
告」）69。
5. 初期公告 (特許付与前)
付与前公開は出願人に暫定的な権利を与え、特許査定が確定すると、特許権者は査定前の侵
害行為による損害を回復することができる70

共和国法 No. 165、10 条.
IP 法、29 条および 108 条 2 項
65 IP 法、30 条
66 発明に関する規則、規則 305.
67 発明に関する規則、規則 603.
68 発明に関する規則、規則 701.1 (d)
69 IP 法、44 条、発明に関する規則、規則 800
70 IP 法、46 条
63
64
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付与前公告後、第三者は、その発明の特許性について書面により見解を提示することができ
る。この見解は出願人に送付され、出願人はこれに対し意見を提出することができる。見解と
それに対する意見は特許局に認識され、出願のファイルラッパーの一部を構成する 71。IP法に
おいては、異議申立手続は認められていない。
6. 実体審査
特許出願は、請求によって実体審査される。IP 法の第 32 条に基づく国内の出願において、
出願人は、付与前公告から 6 ヵ月以内に実体審査を請求しなければならない。審査請求がされ
ない場合、出願は撤回されたとみなされる72。
PCT 出願では、国内移行の申請は、実体審査の請求であるとみなされ、実体審査を別途請求
する必要は無い。このため実体審査の手数料は、国内段階への移行日から 6 ヵ月以内に支払わ
れなければならず、そうしない場合には出願は撤回されたとみなされる73。
実体審査期間中、審査官は、出願が特許可能性のすべての要素を満たしているか否かを判断
する。出願が、いずれかの観点から欠陥があるとみなされた場合には通知が与えられ、出願人
に補正する機会が与えられる。また審査官は、審査期間中、対象となっている発明に関連する
先行技術を徹底的に調査する。審査は、発明の特許可能性だけではなく、形式についても実施
される74。
7. 登録査定と二次公告 (付与後)
審査官が請求項を認め、特許査定通知を発行した場合、特許が付与された発明は、IPO 公報
で公告され(「特許付与後公告」)、所定の手続に基づいて特許証書が発行される。特許は、付
与後公告の日付から有効となる75。
2007 年において、出願から特許が付与されるまでの平均期間は 5.18 年であった。
審査官が特許出願に対して、最終的な拒絶査定を行なった場合、出願人は、特許局長に上訴
することができる。特許局長がそれでもなお審査官の決定を支持する場合には、出願人は IPO
長官に決定を上訴することができ、その後はさらに控訴裁判所、最高裁判所と上訴が可能であ
る。

2-6 実用新案 – 方式審査と公告
実用新案出願では実体審査は実施されない。 方式審査では、(1)実用新案登録に対する権利、
(2)実用新案登録を出願する人物、 (3)出願日に関する要件および 、(4)その他方式に関する要件
が審査される 76 。実用新案登録は、データ目録および（ある場合は）代表的な図面の形式で
IPO E-Gazette で公告される77 。

IP 法、47 条
IP 法、48 条
73 発明に関する規則、規則 40 (c)
74 発明に関する規則、規則 907
75 IP 法、50 条 3 項
76 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 206
77 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 211
71
72
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2-7 先行技術調査
審査官は先行技術を決定するために、IPO 内部のフィリピン特許出願・付与特許データベー
スと、インターネット上で入手可能なデータベースを利用している。審査官が利用する最も一
般的な特許データベースは、以下の通りである。


米国特許商標庁
Patent Full-Text and Full-Page Image Databases ＜http://patft.uspto.gov/＞



ヨーロッパ特許庁
esp@cenet ＜http://ep.espacenet.com/＞



工業所有権情報・研修館（日本）
Industrial Property Digital Library ＜http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl＞

フィリピン国内の特許出願、特許技術を調査するために、出願人はフィリピン特許オンライ
ン検索システム（PhilPAT）を利用することができる。PhilPAT は 1981 年から 1996 年に査
定された特許を調査するためには、出願人は esp@cenet を利用することもできる。


PhilPAT＜http://patents.ipophil.gov.ph/PatSearch/＞



esp@cenet＜http://ep.espacenet.com/＞

2-8 職務発明
通常、使用者および従業員の知的財産権は、当事者間の契約条項の下で管理される。このよ
うな契約が無い場合に限り IP 法が参照される。IP 法は、雇用契約の継続中に従業員が発明を
考案した場合、当該発明に係る特許の帰属について以下の通り規定している。
(a) 発明行為がその正規の職務の一部分ではない場合は、たとえ従業員が雇用者の時
間、設備、材料を使用しても、特許は従業員に帰属する78
(b) 発明が従業員に正規に命じられた職務の遂行の結果である場合は、別段の明示・
暗黙の契約が無い限り、特許は使用者に帰属する79

2-9 特許の維持
使用は、特許維持のための要件ではない。しかし、十分な理由の無い、特許権者による公的
な非商業的使用は、強制実施権の根拠となる80。特許を維持するためには、IPO公報における
特許の公開日から、もしくはPCT出願の場合には国際公開日から、4年が経過した際と以後毎
年、年金を支払わなければならない81。
IP 法、30 条 2 項 (a)
IP 法、30 条 2 項 (b)
80 IP 法、93 条 5 項
81 IP 法、55 条；PCT 出願に関するフィリピン規則、規則 40.
78
79
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2-10 特許強制実施許諾
IPO 長官は、次に掲げる状況の下では、たとえ特許権者との契約が無くとも、発明を実施す
る能力を示した者に、発明特許を実施する許諾を与えることができる。
1.

国家の非常事態、その他の極度に緊急の状況

2.

政府の適切な機関が定めた公益、特に国家の安全保障、栄養、健康、その他の国家
経済の重要分野の発展のために必要な場合

3.

司法機関または行政機関が、特許権者やライセンシーによる実施方法が反競争的で
あると判断した場合

4.

十分な理由の無い、特許権者による特許の公的な非商業的使用の場合

5.

フィリピンにおいて、特許発明を実施する能力があるにもかかわらず、十分な理由
無く、商業規模で実施されていない場合。ただし、特許を受けた物品の輸入は、特
許の実施や使用を構成することを条件とする。

6.

特許を受けた医薬品の需要が、適切な範囲と合理的な期間に満たされないと保健大
臣が決定した場合82。

2-11 侵害事件における立証責任の転換
特許の対象が物を得るための方法である場合、同一の物は全て、その特許を受けた方法の使
用により得られたと推定する。ただしその物に新規性がある、あるいは同一の物がその特許を
受けた方法で生産された十分な可能性があり、かつ特許権者が合理的な努力にもかかわらず、
実際に使用された方法を決定できなかったときに限る。
被告に対して、特許された方法とは異なる方法で同一のものを取得したこと証明するよう命
じるに当たり、裁判所は、可能な限りにおいて、その製造および事業に関する秘密を保護する
手段を講じなければならない83。

2-12 均等論
特許により与えられる保護範囲を決定するために、請求の範囲に記載された要素に均等な要
素が考慮されるが、請求の範囲は、記載された全ての要素だけではなく、均等物も含むとみな

82
83

R.A. No. 9502 によって補正された IP 法、 93 条
IP 法、78 条
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される84。最高裁判所は伝統的に、請求の範囲の要素と訴訟の対象となっている製品・方法と
の間の均等性を判断するに際し「function-way-result テスト」を採用している85。

2-13 特許の失効 (取消し)
利害関係者は IPO 法務局に対し、次の根拠のいずれかに基づき、特許またはその請求の範
囲、請求の範囲の一部分の取消を請求することができる。
1.

その発明が、特許可能な対象物ではない

2.

請求の対象とされている発明に新規性、進歩性または産業上の利用可能性が無い

3.

その特許が、当業者が実施できるほど十分に明確かつ完全な方法で発明内容を開示
していない

4.

その特許が公益や道徳に反する

5.

その特許が、申請された出願に含まれる開示範囲の外にある事項を含んでいる86

2-14 侵害に対する防護としての無効性
侵害訴訟において被告は、利用可能な他の防御に加え、特許または請求の範囲の無効性を、
取消請求が可能な根拠のいずれかにより示すことができる。特許または請求の範囲が無効であ
ると裁判所が認定した場合は、その特許または請求の範囲は取り消される。法務局長は、裁判
所による取消の最終判決を受理すると、その事実を IPO の登録簿に記録し、IPO 公報で結果通
知を公開する 87。

2-15 発明特許の譲渡およびライセンシング
他の所有権の形態と同様に、発明および特許並びにそれらに対する権利、所有権または利益
は、譲渡し、または相続、遺贈による移転をすることができる。また同様にライセンス契約の
対象とすることも可能である88。譲渡は、特許とそれに対する権利、所有権、利益の全体でも、
特許や発明全体の分割できない一部でもすることができ、後者の場合においては当事者は当該
特許の共有者となる。譲渡は、特定地域に限定することもできる89。

IP 法、第 75 条 2 項
例として Godines v. Court of Appeals, G.R. No. 97343 (1993 年 9 月 13 日), 226 SCRA 338 および Smith Kline
Beckman Corp. v. Court of Appeals, G. R. No. 126627 (2003 年 8 月 14 日) を参照
86 IP 法 、61 条 1 項；当事者系手続きに関する規則、第１章 規則 3
87 IP 法、82 条
88 IP 法、103 条 2 項
89 IP 法、104 条
84
85
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特許の各共有者は、「自己の利益のため」に発明を利用する権利を持つ。しかし、その権利
は、（排他的および非排他的な）ライセンスを与える権利、もしくは第三者に対して自己の権
利、所有権、利益やそれらの一部を譲渡する権利を含まない。こうした行為は、他の共有者の
同意を得るか、他の共有者に対し持分に比例して利益を分配しなければ行なうことはできない
90。
IP法は、締結日から3ヵ月以内または後の取得や抵当設定の前にIPOで記録されない限り、有
価約因として通知のされていない後の取得者や抵当権者に対し無効であると規定している91。
特許を含むライセンスも、実施可能とするためには、IP法の技術移転取決めの規定に従わな
ければならない92。 IP法は、競争や取引にとって悪影響を及ぼすとみなされる一定の禁止規定
を特定している93 。また、全ての技術移転取決めに含まなければならない義務規定も特定され
ている94。

IP 法、107 条
IP 法、106 条 2 項
92 IP 法、92 条
93 IP 法、87 条
94 IP 法、88 条
90
91
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資料 5 特許願

REQUEST FOR GRANT OF
PHILIPPINE PATENT

(The following is to be filled in by the
Intellectual Property Office)

APPLICATION No.
THE UNDERSIGNED HEREBY REQUEST GRANT OF A
PHILIPPINE PATENT FOR THE SUBJECT APPLICATION.

FILING DATE:
Date of Receipt:

Box No. 1 TITLE OF THE INVENTION

Box No. II APPLICANT (Whether or not also Inventor). 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 inventor

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 INVENTOR(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 inventor

inventor only

Name and address:

If the person identified in this sub-box is applicant (or applicant and inventor), indicate also:
Country of Nationality:
The person in this box is (check one only):

Country of Residence:
applicant and inventor

Name and address:

94

inventor only

If the person identified in this sub-box is applicant (or applicant and inventor), 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:
1. request ………………..
sheets
2. description ……………
sheets
3. claims ………………...
sheets
4. abstract ……………….
sheets
5. 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.

95

priority document(s) (see Box No. V)

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

資料 6 特許権譲渡申請書
ASSIGNMENT OF APPLICATION FOR LETTERS PATENT
(Entire interest/Aliquot or Aliquant part of entire interest in
Invention/Utility Model/Design)

KNOW ALL MEN BY THESE PRESENTS:
This
Assignment
of
Application
for
Letters
___________________________________ executed by and between:

Patent

for

[Name of Applicant(s)/Assignor(s)]

______________________________________________________________________________
______
[Address(es) of Applicant(s)/Assignor(s)]

the ASSIGNOR(S), and

[Name of Assignee(s)]

______________________________________________________________________________
______
(hereinafter called the ASSIGNEE(S),

[Address(es) of Assignee(s)]

WITNESSETH:
1. That the ASSIGNOR(S) has/have invented _______________________________
_____________________________________________________________________________________.
(Title of Invention/Utility Model/Design)

for which he/she/it/they has/have filed application for letters patent in the Intellectual Property Office of the Philippines,
under Application No. _____________________________.
2. That the ASSIGNEE(S) is/are desirous of acquiring an interest therein;
3. That for good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, the ASSIGNOR(S)
does/do hereby sell, assign, and transfer unto the said ASSIGNEE(S) the
______________________________________________________________________________________
(Entire interest/Aliquot or Aliquant part of entire interest)

of the right, title and interest in and to the Invention/Utility Model/Design and in and to the application for
letters
patent
aforesaid
for,
to,
and
in
the
______________________________________________________
______________________________________________________________________________________

96

(Territory of the Philippines and/or in all foreign countries)

and for, to, or in no other place or places, preparatory to obtaining letters patent that may thereafter be granted to be
held and enjoyed by the ASSIGNEE(S) hereof for his/her/its/their own use and behoof, and for his/her/its/their legal
representatives, to the full end of the term of which said letters patent may be granted, as fully and entirely as the
same would have been held by ASSIGNOR(S) herein had this Assignment and sale not been made; and
4.
That the ASSIGNEE(S) by virtue hereof, does/do hereby appoint(s)
_________________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 subject application for letters patent, to receive the Letters Patent, to transact all
business in the IPO in connection therewith, and upon whom may be served the corresponding
notices or processes thereof.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned ASSIGNOR(S) and ASSIGNEE(S) have executed these presents
this ____ day of ____________________ at ___________________________.

Assignor

Assignee

By:

By:

____________________________
(Name & Official Title)

_________________________________
(Name & Official Title)

SIGNED IN THE PRESENCE OF:
____________________________
Witness

_________________________________
Witness

(NOTARIAL ACKNOWLEDGMENT)
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資料 7 国内移行手続申請書

REQUEST FOR
NATIONAL PHASE ENTRY
The undersigned hereby requests
for substantive examination and
grant of a Philippine patent for the
subject application.

APPLICATION NO.

(IPO USE ONLY)

DATE OF RECEIPT

(IPO USE ONLY)

I. International Application No.

II. International Filing Date

III. Language of International Application

IV. International Publication No.

V. International Publication Date

VI. Language of International Publication

VII. Title of Invention:
VIII. A. Earliest Priority Date Claimed:

B. Date of Submission of Priority Documents to IB:
C. If the priority is based on an earlier Philippine national application, applicant(s) hereby elect(s) the
following application for prosecution: [ ] International Application [ ] Philippine National Application

IX. Name(s) of Applicant(s)

[ ] Big Entity

X. Name(s) of Inventor(s)

[ ] Same as Applicant(s)

[ ] Small Entity

XI. CHECK LIST All documents must be in English or translated
into English except for the PCT Request Form

1. PCT Request Form ____________ Sheet

XII. DOCUMENT(S) INCLUDED All documents
must be in English or translated into English
1. [ ] Amendments

2. Description

____________ Sheet

[

]

Under PCT Article 19

3. Claims

____________ Sheet

[

]

Under PCT Article 34

4. Abstract

____________ Sheet

2. [

] International Search Report

5. Drawing

____________ Sheet

3. [

] International Preliminary Examination

4. [

] POA/ARA

5. [

] Other ____________

Total

____________ Sheet

XIII. Agent (if any) or Common Representative (if any) in the Philippines 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 (IPO). Sec. 33 of R.A. No. 8293 requires a resident agent for applicants who are non-residents of the
Philippines.

Tel. No.:

Fax No.:

Email Address:

XIV. Signature of Applicant(s) or Agent over printed name(s) If this Request Form is signed by a resident agent, a separate

power of attorney/appointment of resident agent duly signed by the applicant(s) shall be submitted to IPO within two (2) months from the
date of entry into the national phase.
By:
PCT/IPO/501
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資料 8 実用新案登録願

REQUEST FOR REGISTRATION OF
A UTILITY MODEL
(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:
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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:
6. request ………………..
sheets
7. description ……………
sheet
8. claims ………………...
sheet
9. abstract ……………….
sheet
10. 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 15 特許出願登録手続

出願

知的財産庁の特許局に対して

方式審査
先行技術調査
IPO 公報にて付与前公開
（サーチレポート付）
実体審査の請求
(公開日から 6 ヶ月以内)

請求が無い場合は取下げとなる。

実体審査
拒絶理由通知

特許査定

意見および／または補
正

審査官による拒絶査定
2 ヶ月以内

IPO 公報にて特許公告

特許局長への上訴
特許登録証の発行
特許局長による拒絶査定
IPO 長官への上訴
による拒絶査定
最終拒絶査定
による拒絶査定
上訴裁判所
拒絶
最高裁判所
拒絶
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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

