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II 知的財産権保護に関する政策立案や法執行に関わる機関 

 

 フィリピンにおいて知的財産権の保護に関与する機関は多数存在するが、主要な

ものとして、知的財産権の登録、知的財産権にかかる規則の策定、行政事件の審理等

を権限とするフィリピン知的財産庁（以下「IPOPHL」という。）と、IPOPHL を含

む 12 の国家機関がメンバーとなって構成される国家知的財産権委員会（以下

「NCIPR」という。）が挙げられる。 

IPOPHL は、NCIPR の事務局としての機能を果たすと同時に、独自に各種政府機

関又は民間機関との間で、知的財産権の保護のための協力関係の樹立にかかる合意

を締結している9。例えば、IPOPHL は、2013 年 12 月 25 日、徴税を担当する国家

機関である内国歳入庁（Bureau of Internal Revenue（以下「BIR」という。））との

間で、相互に情報交換及び援助を行うことを約した覚書（Memorundam of 

Agreement）を締結している10。また、民間機関との合意の例としては、2015 年 5 月

4 日に締結された、商標に関する国際組織である国際商標協会（International 

Trademark Association（以下「INTA」という。）との間の覚書（Memorundam of 

Understanding）が挙げられる。当該覚書は、IPOPHL と INTA とが①商標、紛争

解決、商標の取引及びライセンス、商標権行使その他に関するプログラムの開発、②

相互の関心事項に関する調査結果や情報の交換、③実務経験や教育のための資料の

交換、④その他両者が合意する他の領域に関する会議、勉強会、セミナーの企画等に

ついて相互に協力することを定めている。 

各国家機関の概要及びその知的財産権保護に関連して果たす役割については後述

するとおりであるが、フィリピンにおける知的財産権保護にかかる国家機関相互の

関係の大枠を図に示すと次のようになる。 

 

  

                                                   
9 IPOPHL、「Institutional Partnership」URL; http://www.ipophil.gov.ph/ipenforcement/in

stitutional-partnership （最終アクセス日：2019 年 2 月 15 日） 

10 IPOPHL、URL: http://www.ipophil.gov.ph/images/IPEnforcement/InstitutionalPartners

hip/IPOPHL-BIR_MOA.pdf （最終アクセス日：2019 年 2 月 15 日） 



7 

フィリピンにおける知的財産権保護に関わる機関11の相互関係 

  

出典：IPOPHL ウェブサイト等を参考に作成 

  

                                                   
11 各機関の正式名称については次項以下参照 
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1 国家知的財産権委員会（National Committee on Intellectual Property 

Rights (NCIPR)）  

NCIPR は、2008 年に行政命令第 736 号 により設立された 12 の政府機関から成る

横断的委員会である。NCIPR を構成する国家機関としては、その事務局でもある

IPOPHL、貿易産業省、フィリピン国家警察、司法省国家捜査局、関税局、大統領官邸

光メディア委員会、国家通信委員会、司法省、国家書籍開発委員会、食品薬事管理局、

内務地方自治省、農業省植物産業局植物品種保護室、国際犯罪対策室がある。 

NCIPR はフィリピン国内における知的財産権の促進、保護、実施の強化を任務とす

る。その具体的な内容は、次のとおりである。 

 国家の発展とグローバルな競争力強化のため、知的財産権の重要性に関する広報

と教育のキャンペーンを強化すること 

 知的財産権侵害に対する定期的かつ効果的な執行を強化し、海賊版や模倣品を取

り扱う者を効果的に訴追するために必要な資源の分配を行うこと 

 裁判所が知的財産事件の処理に必要な能力を有するよう裁判所と協力し、知的財

産事件の処理結果を改善すること 

 行政府・立法府に対し知的財産法に関する政策・立法にかかる提言を行うとともに、

当該提言が条約その他の協定より国が負っている国際的義務と整合していること

を確認すること 

 知的財産権に関する各種情報のデータベース及び知的財産権にかかる法執行状況

の監視体制の構築及び維持、他の機関からの情報の集約、大統領に対する四半期ご

との報告書の提出を行うこと 

NCIPR は模倣品や海賊版の摘発に意欲的に取り組んでいる。NCIPR の発表による

と、NCIPR は 2018 年において約 236 億ペソ相当の偽造品・模倣品を差し押さえてお

り、これは直近 10 年間における差押額の最高記録（2014 年の約 133 億ペソ）を大幅

に上回っている12。 

NCIPR による知的財産権保護に関する法令執行は、これを構成する各政府機関の権

限に基づくものである。 

 

2 貿易産業省（Department of Trade and Industry（DTI））  

 貿易産業省（以下「DTI」という。）は、行政命令 133 号に基づいて設置される政府

機関であり、貿易政策の策定等を所轄している。 

知的財産権保護との関係においては、DTI は、①工業所有権、特に特許及び商標の保

                                                   
12 IPOPHL、「NCIPR, IPOPHL SEIZE P 23.6 B COUNTERFEIT GOODS IN 2018」U

RL; http://www.ipophil.gov.ph/releases/2014-09-22-06-26-21/883-ncipr-ipophl-seize-p-23-6-

b-counterfeit-goods-in-2018 （最終アクセス日：2019 年 2 月 15 日） 
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護に関する規制を策定し、実施する、②自らが管轄を有する行政事件について判断を下し、

行政罰を科す、③その所轄法に関する規則を制定するといった機能を有している。このうち

②に関して、DTI は損害賠償請求額が 20 万ペソ未満の知的財産権侵害にかかる行政事件に

ついて管轄権を有しており、具体的な事件の審査についてはその法務部が担当することと

されている。 

 

3 フィリピン知的財産庁（Intellectual Property Office（IPOPHL））  

 IPOPHL は、貿易産業省傘下の機関であり、フィリピンにおける知的財産権につい

て包括的に定めたフィリピン知的財産法を所轄する機関である。 

 IPOPHL は、2013 年のフィリピン知的財産法改正以前は知的財産権の登録受付、知

的財産権関連の紛争に関する規則等の制定を行うにとどまっていたが、当該改正によ

り強制捜査権を付与され、模倣品に関する取締機能を有することとなった。現在は、①

知的財産に関する行政事件（法令違反に関する申立、登録商標の取消や意義申立、特許

取消、ライセンスの強制付与等）の処理、②他の政府機関及び民間と協力し、フィリピ

ン国内における知的財産権保護の強化のための政策を立案し実行することなどをその

使命としている。 

 IPOPHL の長官及びその代行者は、他の政府機関（フィリピン国家警察、司法省国

家捜査局、関税局、大統領官邸光メディア委員会、地方政府等）の協力を得て知的財産

権侵害に関する法令の執行を行うことができる。また、IPOPHL 自体の権限に基づく

執行措置として、侵害者に対する通知、警告及び査察命令を発出し、査察を実施するこ

とが認められている。 

 なお、IPOPHL の法執行権限は、模倣品の販売を行うために必要なその他の準備段

階を含む、製造、生産、輸入、輸出、流通、取引及び販売の提供に対して行使可能であ

る。また、前提として、同一の事件が裁判所その他の機関に係属していないことを要す

る。 

 

（IPOPHL 法務局の管轄事件） 

 IPOPHL 法務局は、20 万ペソ以上の知的財産の侵害を理由とする行政事件について

管轄を有しており、侵害の事実が認められるときは、侵害行為の停止命令、模倣品の押

収・破棄命令、5,000 ペソ以上 15 万ペソ以下の過料等の行政罰を科すことができる 

 事件の申立は、知的財産の侵害行為がなされてから 4 年以内（被害者が当該侵害行

為の存在を知らなかったときは、知ってから 4 年以内）になされる必要がある。 

 

（IPOPHL 知的財産権執行室の権限） 

 IPOPHL 知的財産権執行室（以下「IEO」という。）は、2013 年に庁令 13-170 号に
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より創設された組織であり、次のような機能を有している。 

① 知的財産権侵害に関する権利者等からの申立及び通報を受理すること 

② 知的財産権の執行を確実にするため知的財産権侵害にかかる申立及び通報を評

価すること 

③ 知的財産権侵害等に対する法執行を行うに際し権利者、業界団体、関連政府機

関等と適切な協働を行うこと 

④ 知的財産権の執行を確実にするための施策とプログラムを策定すること 

⑤ 執行にかかる記録を保管すること 

⑥ IPOPHL 法務局及び長官室の発する命令、令状その他の手続の執行を支援する

こと 

 IEO は、通商にかかる法令及び消費者法、又は地方自治体の条例の違反があると信

じるに足りる合理的な根拠がある場合には、関係する地方自治体その他の政府機関、裁

判所に対して適切な申立や訴えを起こすことができる。 

 

4 フィリピン国家警察（Philippine National Police（PNP））  

 フィリピン国家警察（以下「PNP」という。）は、国家警察としての機能の一端とし

て、国家全土における知的財産権関連法違反の取締を行っている。 

 PNP の捜査手続は、書面による申立（申立シートへの必要事項の記載によることも

できる）によって開始される。PNP の犯罪捜査グループは、捜査令状（知的財産権侵

害の対象の差押及び容疑者の逮捕を含む）の執行や、知的財産権侵害にかかる物品を購

入した上で関係者を逮捕するといったおとり捜査を実施する権限を有している。 

 

5 司法省国家捜査局（National Bureau of Investigation（NBI））  

 司法省国家捜査局（以下「NBI」という。）は、共和国法第 10867 号により設置され

た国家機関であり、電子商取引法及びフィリピン知的財産法違反を含む犯罪の捜査、諜

報活動等をその権限とする。 

 NBI 捜査官は、次の事件についての捜索及び差押等を実施することが認められてい

る。 

① 刑事事件（公共の利害にかかるものであるかぎり、被害届等を要しない） 

② 政府に関連する行政事件又は民事事件であって関与の要請を受けたもの 

 知的財産権侵害に関しては、NBI は捜索令状（知的財産権侵害の対象の差押及び容

疑者の逮捕を含む）の執行、知的財産権侵害にかかる物品を購入した上で関係者を逮捕

するといったおとり捜査を実施する権限を有している。 

 なお、NBI と PNP とを対比すると、NBI は事件に関する専門的知識を有する職員
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をより多く擁しており、強制捜査の経験も PNP に比較して豊富であるとされている。

また、両者の管轄は後述のとおり侵害行為の広がり（特定の行政区に限られるか、複数

の行政区にわたるか）により区別されるものの（第Ⅲ章 2.2）、実務上は侵害行為の範囲

は不明確であることが多く、一次的には知的財産権侵害の被害を受けている者が特定

することとなるため、事実上、被害者が NBI と PNP のいずれに告発を行うかを選択

することができる場合が多い。このような状況下において、知的財産権侵害の被害を受

けた者及びこれを支援する弁護士は、NBI による強制捜査を選択する傾向にあると言

われている。 

 

6 関税局（Bureau of Customs（BOC））  

BOC は、共和国法第 10863 号により設立された国家機関である。 

BOC の権限には、密輸品の入国を防止するための国境管理、入港地の監督と管理を

行うことが含まれている。BOC は、輸出入に関する警察機能の一部として、既存の規

則により警告命令及び停止命令の発出権限を与えられており、自ら主導して輸出入に

かかる物品の無作為検査を行うことができる。 

また、BOC 長官には、規則や規制の制定権限が与えられている。 

BOC 知的財産部は、知的財産権保有者が自らの知的財産権を記録することができる

知的財産権登録簿を有する。権利者においては、当該登録簿に自らの商標等を登録する

ことにより BOC に自らの商標等の存在を認識させることで模倣品の摘発を容易にし、

自らの商標等を付した模倣品のフィリピン国内への流入を防ぐことが期待できる。 

知的財産権の権利者は、BOC に対して、知的財産権を侵害する物品について警告・

停止命令の発布を求めることができる。また、前述のとおり、BOC は、権利者からの

申立がない場合であっても、自らの裁量によりこれらの命令を発出することが可能で

ある。なお、警告・停止命令の対象となる物品は必ずしも港湾等の特定の施設に存在す

ることを要しない。実務上、港等から倉庫に移送された模倣品に対し、知的財産権者等

の申立により BOC が警告・停止命令を発出することもしばしば行われている。 

 

7 大統領官邸光メディア委員会（Office of the President Optical Media Board

（OMB））  

大統領官邸光メディア委員会（以下「OMB」という。）は、光メディアの製造、原版

作成、複製、輸出入を規制する共和国法第 9239 号（以下「2003 年光メディア法」と

いう。）により設置された政府機関である。OMB 設置の趣旨は、CD や DVDといった

光メディアがその性質上容易に海賊版や模倣品を作成可能なものであることに鑑み、

このような違法行為に対抗するところにある。  

OMB の権限には、次のようなものがある。 
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① 下記の行為をなす施設の検査を行うこと 

・光メディアの原版作成、製造、複製に使用され又は使用することが意図され

た光メディア、その製造機器、部品・付属品、製造資材の輸出入、取得、販

売、流通  

・光メディアの原版作成、製造、複製のための製造機器、部品・アクセサリの

保有や運用、もしくは製造資材の保有、取得、販売、使用 

・光メディアの原版作成、製造、複製、輸出入  

② 捜査令状を請求しその発布を受けること、又は光メディアの原版作成、製造、

複製に使用された光メディア、資材、機器道具を予防的に留置すること 

③ 2003 年光メディア法違反にかかる刑事訴追において申立人となること  

④ 2003 年光メディア法違反にかかる行政事件の審理と決定を行い、行政処分をな

すこと  

  

なお、2003 年光メディア法は、フィリピンで製造、原版作成、複製、輸出される全

ての光メディアについて、SID コード13を付すことを義務付けている。 

同法は、フィリピン知的財産法により処罰される著作権侵害行為に加え、次の行為に

対しての処罰規定を設けることで、光メディアにかかる著作権の保護強化を図ってい

る。 

① OMB の許可を受けずに製造機器や部品・ アクセサリの輸出入、取得、販売、

流通、保有、運用を行なうこと 

② OMB の許可を受けずに、光メディアの原版作成、製造、複製、輸出入を行なう

こと  

③ 正当な権限なく、商業上の利益や金銭的な利益を意図して、他人の知的財産権

の対象に関し光メディアの原版作成、製造、複製を行なうこと  

④ 完成した製品に SID コードの添付や組み込みをせずに、光メディアの原版作

成、製造、複製を行なうこと 

⑤ 完成した製品に誤った SID コードを添付、組み込んで、光メディアの原版作

成、製造、複製を行なうこと 

⑥ 完成した製品に、OMB から他の者に割り当てられた SID コード、又は OMB 

に割り当てられ、他の者や施設、組織にその製品への使用、添付、組み込むこ

とを許すことが許可された、誤った SID コードを添付し又は組み込んで、光

メディアの原版作成、製造、複製を行なうこと 

⑦ OMB からの許可を得ずに、光メディアの原版作成、製造、複製に使用する又

                                                   
13 国際レコード・ビデオ製作者連盟（IFPI）が管理するソース識別コードシステムに基づいて

OMB が割り当てるソース識別コードをいう。 
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は使用を意図した商業的な量の製造資材を輸出入、販売、流通、保有、取得す

ること  

⑧ OMB からライセンスを受けた後に、知的財産権の所有者や代理人、譲受人の

同意を得ていない者に対し、その知的財産権に関する光メディアの原版作成、

製造、複製を故意に実施し、サービスを提供すること 

⑨ OMB による検査を拒否し、又は検査実施中に同法の規定に違反することが発

見されたばあにおける、予防拘留のための光メディア、機器、部品・アクセサ

リや道具を含む製造資材の引渡しを拒否すること 

 

8 国家通信委員会（National Telecommunications Commission（NTC））  

国家通信委員会（以下「NTC」という。）は、公衆に対する通信サービスの提供を規

制及び監督することを趣旨として、共和国法第 7925 号により設置された政府機関であ

る。 

知的財産権保護との関係では、NTC は、通信事業に従事する団体に対する苦情及び同

団体の提供するサービスの法準拠性の調査、共和国法第 10515 号（反ケーブルテレビ・

インターネット傍受法）の効率的及び効果的な施行に関する権限を有する。 

 

9 司法省（Department of Justice（DOJ）） 

司法省（以下「DOJ」という。）は、行政における司法関係事務を司る政府機関であ

る。知的財産権を侵害された者は、DOJ に対して直接に当該侵害について申立をする

ことが可能である。DOJ は、政府の司法機関及び必要に応じて政府機関の法律顧問や

代理機関として機能し、犯罪の調査及び訴追権限を有する。 

 

10 国家書籍開発委員会（National Book Department Board（NBDB））  

国家書籍開発委員会（以下「NBDB」という。）は、出版業界の発展を趣旨として共

和国法第 8047 号により設置された政府機関である。知的財産権保護との関係では、

NBDB は次のような活動を行っている。 

① 著作者の報酬を含む書籍の使用、複製及び頒布に関する方針及びガイドライン

の策定 

② 編集者、特に著作者に対する作品の複製に係るロイヤリティが公正迅速に支払

われるための方針、ガイドライン及びシステムの策定 

③ 知的財産権を含む書籍の使用に関する研究、セミナー、勉強会、公演、会議及

びその他の活動 
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11 食品薬事管理局 (Food and Drug Administration（FDA・旧 Bureau of Food 

and Drugs）） 

食品薬事管理局（以下「FDA」という。旧食品医薬品局）は、食品及び医薬品の品質

及び安全性の担保を趣旨として共和国法第 9711 号により設置された政府機関である。

知的財産権保護との関係では、FDA は、食品、医薬品及び化粧品の分析、ライセンス

発行の要件である技術基準適合に係る証明書の発行、新規医薬品の申請に係る調査、不

正な商標が表示された食品、医薬品、機器又は化粧品の差押をする権限を有する。 

 

12 内務地方自治省（Department of the Interior and Local Government

（DILG））  

内務地方自治省（以下「DILG」という。）は、地方自治の健全な発達を趣旨として共

和国法第 6975 号により設置された政府機関である。 

DILG は地方自治体に対する指揮監督において大統領を支援し、地方自治体に対す

る指揮監督及び公の秩序と安全に関する政治、統治、規則その他の公布について大統

領に助言を与える機関である。公の秩序と安全に関する法律を実施する規則等の制

定、地方自治体に対する指揮監督、及び地方自治体の法執行及び補助的な安全性に関

する支援を提供している。 

DILG は、NCIPR の一員として、地方自治体に対して知的財産権保護の重要性を強

調するとともに、模倣品等の流通を抑制するための条例を制定することを推奨する多

くの覚書回覧を発している。IPOPHL は、DILG と共同して、 知的財産権の保護と執

行を確実にするためのプロジェクトとして、2016 年にマニラ首都圏マニラ市及びマカ

ティ市において市職員等に対する知的財産権に関するセミナーを実施している14。 

 

13 農業省植物産業局植物品種保護室（Plant Variety Protection Office, Bureau 

of Plant Industry (PVPO)）  

農業省植物産業局植物品種保護室（以下「PVPO」という）は、植物の新品種の保護

を趣旨として共和国法第 9168 号により設置された政府機関である。PVPO は、知的財

産権保護との関係では、同法の定める植物の新品種にかかる権利に関し、新品種の申請

の検査、証明書の発行、新品種に係るデータベースの作成を行う。 

                                                   
14 IPOPHL、2014 年スーパー301 条報告書 URL: https://www.ipophil.gov.ph/images/IPEnfo

rcement/PhilippineSubmission/Philippines_2017_Special_301_Review_Comment.pdf （最
終アクセス日：2019 年 1 月 19 日） 
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14 証券取引委員会（Securities and Exchange Commission (SEC)） 

証券取引委員会（以下「SEC」という。）は、法人、パートナシップ又は団体を管轄

する共和国法第 8799 号により設置された政府機関である。SEC は同法違反に係る調

査を実施し、その裁量により違反者に対して業務停止及び解散を命令する権限を有す

る。 

知的財産権保護との関係において、SEC は、その 2017 年覚書回覧第 14 号により、

会社等の名称に IPOPHLに登録済みの商標等を用いるには権利者の同意を要するもの

として、登録済みの商標が他人に無断で使用されることを防止している15。また、SEC

は、この規定に違反していることを理由にした商号の変更命令の申立等の事件につい

て管轄を有している。 

 

15 国際犯罪対策室（Office of the Special Envoy for Transnational Crime 

（OSETC）） 

国際犯罪対策室（以下「OSETC」という。）は、行政命令第 265 号により設立された

国家機関である。OSETC は、知的財産権侵害を含む国際犯罪に関する犯罪者、犯罪の

手法、逮捕及び有罪判決に関する情報を集約した中央データベースの確立をその任務

の一つとしている。また、政策や各種基準を策定し、地域的あるいは国際的な会合にお

いてフィリピン政府を代表する使命を有している。 

  

                                                   
15 SEC2017 年覚書回覧第 14 号 URL：http://www.sec.gov.ph/wp-content/uploads/2017/12/2

017MCno14.pdf （最終アクセス日：2019 年 1 月 19 日） 


