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V 模倣品の流通に影響を与える要因 

1 フィリピンの消費者の購買力及び消費傾向（GDP 推移、収入、社会階級、

年齢による傾向） ブランド及び模倣品に対する消費者の意識、認識  

1.1 フィリピンの消費者の購買力 

フィリピンの経済成長率は発展著しい ASEAN 主要国の中でもトップクラス

であり、1 人当たり GDP の額は、およそ 3,000 US ドルに達している。また、

OFW（Overseas Filipino Workers）と呼ばれる国外出稼ぎ労働者からの送金が

GDP の約 1 割に相当し、国内での失業率、不完全就業率が高止まりする中でな

お個人消費が好調を続けている要因となっている。 

フィリピンの人口は 1 億 700 万人程度であり、その多くは大都市に集中して

いる。マニラ首都圏の人口は 1,200 万人程度と推計されているが、この地域に限

ってみれば、1 人当たり GDP の額は 8,000US ドルに達すると考えられている。

マニラ首都圏やメトロセブなどの大都市圏には巨大なショッピングモールが林

立し、平日も賑わいを見せており、フィリピン人の消費者の購買力は高いと言え

る。 

1.2 フィリピンの消費者の消費傾向 

フィリピン人は消費家が多く、貯蓄意識は低い。欲しいものがあれば必要性が

低くても、購入に走る傾向がある。GDP に占める個人消費の割合は約 70％に上

り、フィリピン人は世界で最も楽観的な消費者であると言える。 
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2 消費者の消費の決定に影響を与える要因 

2.1 フィリピンにおける消費者の模倣品に対する意識 

フィリピンではブランド品に対する憧憬が強く、他方で知的財産権に対する意

識は未だに低いと言わざるを得ない。そして、製品によっては国内に正規販売店

が存在しないことや、正規品の価格の高さから、模倣品に対する需要は高く、こ

れを購入することに対する抵抗感も少ないものと見受けられる。そのため、市場

には模倣品が氾濫し、中には「レプリカ」と称して本物と区別して販売されてい

るものもある。模倣品は、価格の安さ、あるいは商品の使用目的には十分耐える

程度の真正品に比して大きく劣らない品質を有することなどから、消費者に広く

受け入れられている。 

2.2 OECD のレポートが指摘する要因に基づく分析 

(1)  OECD レポートの指摘する各要因 

一般論としては、OECD が 2016 年に発表した模倣品に関するレポートに記

載されているように、模倣品の普及に関連する要因として以下 3 点が挙げられ

る100。 

① 製品の特徴（価格と品質） 

② 個人消費者（収入額等、模倣品に対する価値観） 

③ 制度環境（罰則、有効性、制度理解の容易性） 

 

消費者の模倣品に対する認識が欠如している場合には、消費者が誤って模倣

品を購入する結果がもたされやすい。 

またインターネットショッピングは、次の理由から、模倣品の販売を容易に

している。 

① 消費者が EC サイトにアクセスすることは容易である 

② 模倣品の販売者は、国をまたいで販売行為を展開することにより摘発を免れ

やすい。また、サイトを閉鎖し新たなサイトを立ち上げることを繰り返した

としても、実店舗のように顧客基盤を失う心配は少ない 

③ インターネット販売が発展するにつれて、郵便や小包で容易に送付可能な商

品（下のグラフ参照）に関する模倣品の販売数が増大している 

                                                   
100 OECD、「Trade in Counterfeit and Pirated Goods」URL: https://read.oecd-ilibrary.or

g/governance/trade-in-counterfeit-and-pirated-goods_9789264252653-en （最終アクセス
日：2019 年 1 月 29 日） 
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（出典：OECD） 

 

なお、模倣品問題は、最も成功しているインターネットショッピングサイ

トにおいても根強く存在している。例えば、2015 年には韓国化粧品ブランド

の販売業者が、彼らの商品の模倣品を販売したとして、インターネットサイ

ト国内最大手のラザダに対して訴えを起こしている101。 

 

(2)  フィリピンの消費者の模倣品購入行動の要因 

フィリピンの消費者は、模倣品の方が真正品より安く購入できることを十

分に認識している。両者の価格差は大きく、例えば模倣品が多数販売されて

いることで有名なディビソリアマーケット（詳細について第 IV 章 4.1（2）

参照）で販売されている化粧品の模倣品は、真正品の 9 割安となっている

102。他方、化粧品の模倣品の中には、商品によっては真正品と同じか、又は

比較的同等の品質を保っているものもある。これは、このような模倣品は純

正品と同様の工場で同じ原材料を元に製造されているからである103。 

                                                   
101 Adobomagazine（ニュースサイト）、「Etude House Philippines Files Case Against La

zada Over Counterfeit Goods」 URL: https://adobomagazine.com/philippine-news/etude

-house-philippines-files-case-against-lazada-over-counterfeit-goods （最終アクセス日：20

19 年 1 月 29 日） 

102Cosmopolitan（ファッション情報サイト）、「Why You Should Be Scared Of Buying Fa

ke Makeup」URL: https://www.cosmo.ph/beauty/makeup/cosmo-fake-makeup-report-phil

ippines-a667-20161024-lfrm （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

103 Rappler（ニュースサイト）、「Alibaba's Jack Ma: Fake goods often better than 

originals」 URL: https://www.rappler.com/business/industries/136554-alibaba-jack-ma-
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また、模倣品の中には、「レプリカ」であるとして消費者に向けて売り込ま

れているものもある。真正品そのものではないことを認めながらも、真正品と

同等の品質を保持する商品であることを消費者にアピールすることを意図し

たものである。 

加えて、真正品の流通が未整備であることも、フィリピンにおいて模倣品

が多く購入されている要因である。幾つかの極めて著名なブランドはフィリ

ピンにまだ正式に店舗を構えていないため、フィリピン国内においてこれら

のブランドの真正品を入手することが困難となっており、このことが消費者

の模倣品の購入理由の一つとなっている。104 

更に、消費者が商標侵害に対する意識の欠如、模倣品を使用することにより

もたらされる可能性のある害悪についての無知、政府が推進する知的財産権

保護に関する政策が周知されていないこと、模倣品を購入するエンドユーザ

ーが購入について法的責任を問われないこと等も、模倣品の購入を助長する

要因として挙げられる105。 

3 模倣品使用に伴う損失、危害及びリスク  

模倣品が消費されることによる悪影響は、大きく分けて、①模倣品により本来販

売できたはずの商品の販売機会を失う等の、知的財産権者に対するもの、②真正品

が販売された場合に得られたであろう税収を失う等の、模倣品が消費される国の政

府に対するもの、③模倣品の消費による事故や健康被害等の、模倣品を購入した消

費者に対するものが想定される。 

この点、2017 年時点で、衣服、繊維、靴、化粧品、ハンドバッグ及び時計の模倣

品による損害は全世界で 980 億ドルに上ると推定されている106。ブランドを保有す

る事業者等の知的財産権者にとって、模倣品が跋扈（ばっこ）することによる機会

損失は看過できないものといえる。 

また、上記の損害は、本来であれば真正品が消費されることにより得られた知的

財産権者の利益に対する課税機会が失われていることをも意味する。この点、フィ

                                                   
fake-goods-originals （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

104 Cosmopolitan（ファッション情報サイト）、「Why You Should Be Scared Of Buying F

ake Makeup」URL：https://www.cosmo.ph/beauty/makeup/cosmo-fake-makeup-report-ph

ilippines-a667-20161024-lfrm （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

105 Sunstar（現地紙）、「Make buyers of fakes liable too」URL: https://www.sunstar.com.

ph/article/417377 （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

106  Business Wire（調査会社）、「Global Brand Counterfeiting Report 2018: Value of 

Counterfeited Goods in 2017 Amounted to $1.2 Trillion - Research and Market」URL: 

https://www.businesswire.com/news/home/20171222005383/en/Global-Brand-

Counterfeiting-Report-2018-Counterfeited-Goods （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 
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リピン政府は、模倣品の販売により本来得られたはずの税収が失われていることを

認識しており、IPOPHLは、模倣品は経済に対して損害を与えるとともに、知的財

産権を所有する投資家を含む関連業界の発展を阻害するとコメントしている107。 

また、フィリピン国内においては、急増する模倣品の流通による消費者に対する健

康リスクも懸念されている。前述（第 IV 章 3.2（3））のとおり、FDA は、2018 年 3

月に模倣品のパラセタモール・バイオジェシック（風邪薬として用いられる）の流通

が問題となるに際し、健康被害の恐れがあるとして注意喚起を行っているが108、薬価

が高く、かつ健康保険によりカバーされない人口が多く残る状況下においては、消費

者の意識に訴えるのみでは模倣品の流通を根絶することは不可能であろう。 

医薬品の模倣品は、特にフィリピンのように未だ多くの人が清潔で衛生的な清浄

水にアクセスを有しない国においては、バクテリア症への感染リスクを増大させる

ものである109。さらに、化粧品の模倣品に対する検査により、人間やネズミの排泄

物や発癌性物質を含む製品が存在することが明らかになっている110。化粧品の模倣

品に含まれる毒性の物質は、皮膚疾患に加え、臓器障害、癌及び神経系の機能障害

を引き起こす危険があり、継続的に使用することが消費者の安全に重大な危害を及

ぼし得ることは、FDA の警告するとおりである。 

  

                                                   
107  Philstar（現地紙）、「 P8.8 billion fake goods seized in first six months 」 URL: 

https://www.philstar.com/business/2018/08/24/1845214/p88-billion-fake-goods-seized-first-

six-months （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

108 INQUIRER（現地紙）、「FDA warns vs fake paracetamol tablets」URL: https://newsi

nfo.inquirer.net/978051/fda-warns-vs-fake-paracetamol-tablets （最終アクセス日：2019

年 1 月 19 日） 

109 Cosmopolitan（ファッション情報サイト）、「Why You Should Be Scared Of Buying F

ake Makeup」URL：https://www.cosmo.ph/beauty/makeup/cosmo-fake-makeup-report-ph

ilippines-a667-20161024-lfrm（最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 

110 World Finance（ニュースサイト）、「Stopping counterfeit drugs in their tracks in the

 Philippines」 URL: https://www.worldfinance.com/markets/stopping-counterfeit-drugs-i

n-their-tracks-in-the-philippines （最終アクセス日：2019 年 1 月 29 日） 


