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Federis and Associates Law Office は、知的財産に特化したフィリピンの専門的な法律事務所である。

30 年以上にわたり、フィリピンのリーガルマーケットにおいて指導的地位にある。Carlota 氏は、商標

を専門とする弁護士である。 

 

 本稿では、フィリピンにおける商標保護の観点から、トレードドレスについて

考察する。 

 

序文 

 商標は、文字および図形のみで構成されるという一般的な認識が存在する。こ

れはかなり限定された考えであり、おそらく伝統的な商標の概念に起因するもの

であろう。伝統的商標は、商品および役務の出所を示すために用いられた産地の

印のように、ローマ時代にまで遡ると言われている。 

 

 時代は進み、国際化および近代化が経済状況を劇的に変化させた。成長し続け

る市場の激しい競争は、取引および産業において商標が極めて重要な役割を果た

していることを物語っている。今や商標は、特定の商品の出所を示すだけでな

く、当該商標を付した全ての商品が同じ出所および同じ品質のものであることを

示すと共に、当該商品の広告としての役割も果たしている。 

 

 その結果、商標の概念は拡大し、非伝統的な商標も含まれるようになり、最近

の法律はこの傾向を反映している。例えば、1998 年に制定されたフィリピン知

的財産法（IP 法）は、商標を以下のように定義している。 
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『商標とは、企業の商品（商標）または役務（サービスマーク）を識別でき

る視認可能な標章であって、標章が刻印または表示された商品の容器を含む

（IP 法第 121 条 1 項）。』 

 

 法律に容器が明確に盛り込まれたことは、商標保護がもはや商標を構成する文

字や図形だけに限定されるのではなく、実際に製品自体の他の要素にまで拡大さ

れることを証明している。世界各国の知的財産機関は、トレードドレスとして知

られている特定の製品デザイン、パッケージおよび外観は、侵害からの保護を受

けるに値する十分な識別性を備えていると認定している。 

 

 トレードドレスのカテゴリーは、極めて幅広く多岐にわたっている。最初は、

製品を市場に出すために様々な包装要素により「ドレスアップ」させる方法だけ

を指していた。その後、「製品が顧客に提示される際の視覚的イメージ全体を構

成する全ての要素」を包含する、製品デザイン、容器のデザインおよび外観まで

も指すようになった。それゆえ、1 本の草の葉が入ったウォッカボトル（ポーラ

ンドのズブロッカ）、ワインボトル（スペインのフレシネ社製スパークリングワ

イン）、メキシコ料理レストランの室内装飾（アメリカのタコ・カバーナ）な

ど、多種多様な要素がトレードドレスとして保護されている。 

 

 重要な点は、トレードドレスの保護を受けるためには、必ずしも商標登録する

必要はないが、商標登録すれば間違いなく有利となることである。未登録のトレ

ードドレスの所有者が保護を求めるには、自己の製品デザイン、パッケージまた

は外観が、二次的意義（Secondary meaning）を獲得しており、他者により使

用されると需要者に混同を生じる可能性があることを立証しなければならない。 

 

フィリピンにおけるトレードドレス 

 フィリピンにおいて、トレードドレスの所有者は、フィリピン知的財産庁

（IPOPHL）の商標局にトレードドレスを商標として登録できる。IPOPHL の公式

ウェブサイトで入手可能なオンライン出願書式において、出願人は登録を希望す
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る商標の種類を指定するよう要求されており、以下の 5 種類から選択しなければ

ならない。 

 

a． 文字商標：「単語、文字、数字その他の印字可能なあらゆる記号を用いて

表示されるもの」 

b． 図形商標：「絵柄、図形または画像を用いて表示されるもの」 

c． 文字と図形の結合商標：「単語または文字と、絵柄、図形または画像とを

組み合わせて用いるもの」 

d． 立体商標：「実際の製品またはそのパッケージなど、立体的な形状を用い

て表示されるもの」 

e． 商品の容器：「商標が刻印または表示されている商品の容器」 

 

 ただし、上記の選択が出願人に義務づけられているとはいえ、実際にこの選択

の遵守が厳格に監視または強制されてはいない。審査官は、商標の有効性および

登録可能性のみに着目する傾向があり、商標の種類についてはあまり注意を払っ

ていない。その商標が IP 法に定められた全ての基準を満たしている限り登録さ

れ、商標の種類の選択が不適切であっても出願に悪影響を及ぼすことはない。そ

のため、有効な商標登録のうち、実際にトレードドレスに関する登録がどれくら

いあるかを正確に把握するのは難しい。 

 

 さらに状況を複雑にしているのが、付随する文字または図形商標と別個にトレ

ードドレスを登録する必要はないという事実である。実際、多くの所有者は、自

己の商標の登録にトレードドレスを組み込むことを選択している。そのため、表

面上は、登録が商標のみを保護しているように見える場合がある。保護される対

象物の厳密かつ詳細な記載が登録に示されていない場合には、そのような推定が

生じやすい。しかし、登録の内容、特に添付された図面や写真を綿密に調べる

と、トレードドレスも含まれていることが分かる場合もある。 

 



 

4 2018.02.15 

 
Copyright INPIT. All Rights Reserved. 

平成２９年度 

新興国等における知的財産 

関連情報の調査 

 トレードドレスが、単独か、文字および図形商標に組み込まれているかを問わ

ず、IPOPHL により商標登録されたトレードドレスの一般的な例として、食品お

よび飲料の独特な製品形状およびパッケージが挙げられる。その中には、以下の

ように国際的に有名な製品も含まれている。 

 

a． TOBLERONE チョコレートバーの三角プリズム形状の箱（登録第 4-

1997-123133 号） 

b． HERSHEY’S KISSES チョコレートの平底涙滴形状（登録第 4-2010-

012971 号） 

c． OREO サンドイッチクッキーの周囲の畝模様および表面の幾何学模様

（登録第 4-2016-006331 号） 

d． FERRERO ROCHER プラリネチョコレートの丸い形状と金紙包装（登録

第 1199758 号）、およびそのバリエーション（ピラミッド型（登録第

1252266 号）、5 個一列型（登録第 85633 号）） 

e．McDonald’s フライドポテトの赤いカートン容器（登録第 4-2001-

007760 号） 

f． Coca-Cola コンツアーボトル（登録第 30030 号） 

 

 上記すべての登録に関して、各製品のブランド名およびロゴ（TOBLERONE／

Tobler ロゴ、HERSHEY’S KISSES、OREO、FERRERO ROCHER、McDonald’s

／M、Coca-Cola／Coke）も別個に登録されており、その事実が、トレードドレ

スは文字および図形商標から独立した、全く異なる商標のカテゴリーであるとい

う見解を裏付けている。 

 

 トレードドレスが、食品や飲料に限定されないことは言うまでもない。

IPOPHL により商標登録された他の業界のトレードドレスとしては、J’Adore 

Christian Dior のアンフォラ（古代ギリシアに使用された壺）に着想を得た香水

瓶（登録第 62815 号）、Tiffany & Co.の象徴的なロビン・エッグ・ブルーの紙

箱（登録第 1221382 号）、Vans の伝統的な白黒チェック柄のスリッポンシュー
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ズ（登録第 15280 号）、および Louis Vuitton の高級品に使われるモノグラム柄

（登録第 4-2011-011175 号）が挙げられる。 

 

 国内企業の間でも、自社の商品および役務を競合他社のものと差別化するトレ

ードドレスの役割に対して評価が高まっている。例えば、食品および飲料のコン

グロマリットである Universal Robina Corporation は、自社の六角形の Piattos

ポテトチップスの形状（登録第 4-2015-500860 号）を商標登録した。その独特

の形状が、他社の似たような味と食感のポテトチップスとの差別化を生み出して

いる。 

 

図 1：IPOPHL ウェブサイトで閲覧できる、Piattos ポテトチップスの形状 

 

 トレードドレスが普通名称化するおそれのある文字商標と組み合わされた場

合、追加の識別性がもたらされる。例えば、Choc-Nut は、サクサクとした食感

で知られる人気のピーナッツミルク・チョコレートバーの名称である。しかし、

年月と共に、「chocnut」という言葉がピーナッツとチョコレートの様々な組合

せを意味するようになり、実際にチョコレートバーではない chocnut デザートや

ドリンクが生まれている。ただし、フィリピン人は年齢を問わず、Choc-Nut バ

ーの象徴的な金と赤のプラスチック製外装（登録 No. 4-2014-006145）および

赤と白の紙製内装（登録 No. 4-2014-006139）を直ぐに見分けることができる

ため、そのパッケージは Choc-Nut という名称と同じくらい、あるいはそれ以上

に価値あるものとなっている。 
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図 2：IPOPHL ウェブサイトで閲覧できる、Choc-Nut の外装 

 

 

図 3：IPOPHL ウェブサイトで閲覧できる、Choc-Nut の内装 

 

関連判決 

 フィリピンにおける知的財産に関する事件は、行政機関および司法機関の双方

により扱われる。行政機関は IPOPHL であり、司法機関は特別商事裁判所、控訴

裁判所および最高裁判所である。2 つの競合する商標が混同を生じるほど類似し

ていると主張された場合、IPOPHL または裁判所は通常、下記のいずれかの判断

基準を適用する。 

 

1． 要部観察（Dominancy Test）：「商標の主要な特徴の類似性」に焦点を

絞る； 

2． 全体観察（Holistic Test）：「ラベルやパッケージを含む、製品に用いら

れた商標の全体」を考慮する。 

 

 どちらの判断基準を適用すべきかについて厳格な規則は存在しないものの、IP

法は、「登録商標もしくは同一の容器またはその主要な特徴の複製、偽造、コピ

ーまたは紛らわしい模倣」を商取引において無許可で使用することを禁止すると

規定している（フィリピン知的財産法第 155 条 1 項）。この商標権侵害に関する

規定に基づき、要部観察が推奨されている。Société des Produits Nestlé, S.A. 

v. Court of Appeals 事件（G.R. No. 112012、2001 年 4 月 4 日）において、

最高裁判所は、「商標および不正競争に関する法律の基本原理に反する」とし

て、全体観察を明確に否定した。 
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 ただし、IP 法は 1998 年に制定されており、この Nestlé 事件の判決は 2001

年に下されたものである。その後の最高裁判所判決は引き続き、多くは要部観察

と組み合わせて、全体観察を適用しており、全体観察が見捨てられていないこと

を示唆している。全体観察は、製品パッケージを含め、競合する商標を全体的に

考察するため、全体観察が適用される場合は常に、トレードドレスが重要なファ

クターとなる。 

 

 要部観察による類似性の認定が、トレードドレスにより補強されることもあ

る。最高裁判所は 2010 年に Berris Agricultural Co., Inc. v. Norvy Abyadang

事件（G.R. No. 183404、2010 年 10 月 13 日）において、被上訴人の商標

「NS D-10 Plus」は上訴人の商標「D-10 80 WP」を侵害していると判示した。

最高裁は、要部観察を適用し、とりわけ双方の商標が殺菌剤に用いられることを

理由に、双方の商標における「D-10」という支配的要素が混同を生じる可能性が

あることを明らかにした。これだけでも十分であったが、最高裁はさらに、各製

品のトレードドレスを検討するために全体観察を適用し、下記のように判示して

いる。 

 

『この誤認混同の可能性は、パッケージを考慮に入れる全体観察を適用する

と、より明白になる。なぜなら、双方のパッケージは、同じ種類の素材（金

属箔）および同一の色彩構成（赤・緑・白）を用いており、双方の商標は赤

の色彩が顕著であり、「BROAD SPECTRUM FUNGICIDE」という同じ語句

が下部に記載されているためである。』 

 

 その一方で、トレードドレスは、競合商標の相違点を強調することにより、混

同を生じる類似性を除去することもできる。最高裁判所は、Mighty Corporation 

v. E & J Gallo Winery 事件（G.R. No. 154342、2004 年 7 月 14 日）におい

て、タバコに使用されている上訴人の商標「Gallo」は、ワインおよびブランデー

に使用されている被上訴人の商標「Gallo」と混同を生じるほどには類似していな
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いと判示した。双方の商標は、同一の単語で構成されているものの、異なる商品

に用いられており、トレードドレスも根本的に異なっていた。上訴人の商標の支

配的要素は、タバコの包装に表示された雄鶏図であるのに対し、被上訴人の商標

はワインおよびブランデーのラベルに異なる書体で異なる装飾と一緒に表示され

ている。これを理由に、最高裁判所は、「双方の商品における色彩構成、アート

ワークその他の表示など、数多くの異なる特徴により、双方の商標の類似性は除

去される。」と結論づけた。 

 

提言 

 トレードドレスの商標登録を得ることは、現在もフィリピンではあまり一般的

ではない。しかし、商標所有者は、自己の製品デザイン、パッケージおよび外観

の商標登録を真剣に検討すべきである。IP 法は、商標権者に対して、登録証に指

定された商品および役務に関して当該商標を使用する排他的権利を与えると共

に、無許可の全ての使用を阻止する排他的権利も与えてくれる（IP 法第 147 条 1

項）。登録証は、かかる排他的権利を証明し、さらに当該登録の有効性および当

該商標に対する商標権者の所有権を証明する、一応の証拠としての役割を果たす

（IP 法第 138 条）。 

 

 したがって、トレードドレスの商標権者は、当該トレードドレスの正当な所有

者であると推定される。この推定は、他者による商標出願に対する異議申立や商

標権侵害に対する訴訟において特に有利に作用し、登録証を提示するだけで自己

の商標に対する先行権利を容易に証明できる。その一方で、未登録商標の所有者

は、自己の商標が諸外国およびフィリピンにおいて周知であることを立証しなけ

ればならず（IP 法第 123 条 1 項(e)）、そのために当該商標の長期間にわたる使

用および広範囲に及ぶ宣伝広告の実質的証拠を収集して提出しなければならな

い。これは幅広いネットワークや十分な資金を有する多国籍企業にとっては問題

にならないかもしれないが、中小企業にとっては自らの権利を証明できないおそ

れもある。 
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 また、IPOPHL または裁判所が、トレードドレスを全く考慮に入れない要部観

察を採用した場合など、未登録商標の所有者に不利な決定が下されるおそれもあ

る。未登録商標の所有者に不利な決定が下されると、敵対当事者は自らの侵害商

標を登録し、または継続的に使用することが可能になる。上訴による救済手段を

利用できるものの、上訴は多大な時間と費用を要する上に、勝訴できる保証はな

い。したがって、トレードドレスの商標登録を得ることは、このような問題を防

止するための予防措置である。 

 

 

(編集協力：日本技術貿易株式会社) 

 


