経済産業省委託事業

フィリピンにおける模倣品流通実態調査

2019 年 3 月
独立行政法人 日本貿易振興機構
マニラ事務所

III

フィリピンの知的財産権エンフォースメント

1

権利者自らによるエンフォースメント
フィリピンにおいて、知的財産権の権利者は、自己の保有する知的財産権を侵害
している者（以下「侵害者」という。
）に対して、刑事措置、民事措置、行政措置を
とることが可能である。これらの対抗措置をとる場合、警察、裁判所又は行政機関
等に対して対抗措置の申立を行うのが原則であるが、その前段階として権利者自ら
証拠収集等を行う必要があり、また公的機関の関与外で侵害者と和解等を行うこと
も多い。このように権利者自らで行うエンフォースメントとしては、主に以下のも
のが考えられる。

1.1 調査・サンプル品の購入
自己の知的財産権を侵害している疑いのある侵害疑義品を発見した場合
には、まず当該侵害疑義品が自己の知的財産権を侵害しているか否かを確認
するために、侵害疑義品の販売者又は保有者から当該侵害疑義品を購入又は
取得する必要がある。
購入した侵害疑義品のサンプル品を検査し、その結果侵害疑義品が自己の
知的財産権を侵害していることが確認できた場合には、後述する対抗措置を
とるべき相手方を特定するため、模倣品の製造場所、流通ルート、販売規模
等について、法律事務所や調査会社を利用して調査することとなる。対抗措
置は、模倣品を製造している大本の業者に対して行うべきであるが、フィリ
ピンの場合には模倣品が中国等国外で製造され、フィリピンに輸入されるこ
とが多いため、製造業者を特定することが困難な場合も多い。その場合には、
模倣品がフィリピン国内に入ってくることを防ぐため、税関での差止めを行
うことも検討しなければならない。

1.2 侵害停止要求書・警告状の送付
上述の調査によって、侵害疑義品が自己の知的財産権を侵害していること
が確認でき、かつ、その製造業者や販売業者を確定できた場合には、それら
の者に対して、侵害停止要求書（”Cease and Desist Letter”）や警告状
（”Warning Letter”）を送付し、模倣品の製造、販売を止めるよう求めるこ
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とが考えられる。
後述する各種の対抗措置をとる場合にはある程度の時間と費用がかかる
が、侵害停止要求書又は警告状の送付によって模倣品の製造や販売を止める
ことができれば、時間と費用の節約になる。もっとも、当然のことながら、
侵害停止要求書や警告状には強制力がないことから、侵害者が要求に応じな
い場合には実効性が認められず、一方で侵害者が証拠隠滅や逃亡し、後述す
る対抗措置をとることの支障になるおそれもあるため、侵害停止要求書や警
告状の送付を行うか否かは慎重に検討しなければならない。

1.3 和解
前述のとおり侵害停止要求書や警告状には強制力が認められないが、侵害
停止要求書や警告状を受領した侵害者が和解に応じる場合には、侵害者との
間で侵害行為の停止にかかる条件（現在保有している模倣品の破棄、損害賠
償金額等）を合意した上で、合意書を締結することとなる。もっとも、フィ
リピンにおいては、日本でしばしば和解の結果に執行力を付与するために利
用される強制執行認諾文言付き公正証書に相当する制度は存在しない。した
がって、和解にかかる合意書を締結し、公証を得ておいたとしても、当該合
意書自体に執行力は認めらない。
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2

刑事措置
前述の権利者自らによるエンフォースメントを行ったものの侵害者がこれに応じ
ない場合、侵害の程度や頻度等を考慮した結果侵害者に対して刑事罰を科す必要が
あると考える場合、刑事措置をとることによって他の模倣業者に対する抑止効果を
狙う場合等には、刑事措置をとることが多い。
刑事措置の最大のメリットは、侵害者に対して刑事罰を科すことができる点であ
り、更に刑事罰を科すことができた場合には当該侵害者のみではなく、他の模倣業
者に対しても大きなインパクトを与えるため、抑止効果が期待できる。その一方で、
有罪判決が下されるためには、刑事裁判において侵害行為の存在等について合理的
な疑いの余地のないほどに立証する必要があり、民事裁判に比べて立証のハードル
が高く、かつ、刑事措置手続は権利者ではなく、警察及び検察が主導することとな
るため、権利者の裁量によって手続における対応を決定することが難しい点がデメ
リットとして挙げられる。
フィリピンにおける知的財産権侵害に対する刑事措置は以下のとおりである。

2.1 刑事措置の対象及び効果
(1)

特許権
特許権侵害については、原則として刑事罰の対象とはならず、例外
的に特許権侵害の民事訴訟において敗訴判決を受けた侵害者が反復し
て特許権侵害を行った場合にのみ、刑事措置の対象とすることができ
る。特許権侵害が刑事罰の対象となる場合の法定刑は 6 か月以上 3 年
以下の懲役及び／又は 10 万ペソ以上 30 万ペソ以下の罰金であり、侵
害行為から 3 年間の時効が存在する16。

(2)

意匠権及び集積回路配置権
意匠権及び集積回路配置権の侵害行為については、特許権の侵害行
為の定義及び侵害行為に対する刑事罰の規定が準用されるため17、特
許権と同様に、民事訴訟において敗訴判決を受けた侵害者が反復して
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フィリピン知的財産法第 84 条
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フィリピン知的財産法第 119 条第 1 項及び第 3 項
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侵害を行った場合のみが刑事措置の対象となる。
(3)

商標権
前述の特許権や意匠権等と異なり、商標権の侵害行為は民事訴訟に
おける敗訴判決を経ずとも刑事罰の対象となる。具体的には、2 年以
上 5 年以下の懲役及び 5 万ペソ以上 20 万ペソ以下の罰金が科されて
いる18。

(4)

著作権
著作権侵害も、商標権侵害と同様に、刑事罰の対象となっており、
初犯については 1 年以上 3 年以下の懲役及び 5 万ペソ以上 15 万ペソ
以下の罰金が、再犯については 3 年 1 日以上 6 年以下の懲役及び 15
万ペソ以上 50 万ペソ以下の罰金、3 回目以上の場合には 6 年 1 日以
上 9 年以下の懲役及び 50 万ペソ以上 150 万ペソ以下の罰金が科され
ている19。

2.2 執行機関
フィリピンにおいて、知的財産権の刑事措置を執り行う機関は主として
PNP と NBI であり、原則として、侵害行為が特定の行政区のみで行われて
いる場合には PNP に、複数の行政区にわたる場合には NBI に対して告発す
ることとなる。
PNP も NBI もいずれも人員が限られており、捜査員は常に多忙であるた
め、積極的かつ効果的に捜査を執行してもらうためには、告発を行うにあた
って前述した権利者自らによるエンフォースメントを通じて取得した証拠
を提出した上で、対象となる侵害行為が刑事措置の対象となることを具体的
に説明すべきである点に留意が必要である。

18
19

フィリピン知的財産法第 155 条、第 168 条、第 169 条及び第 170 条
フィリピン知的財産法第 217 条第 1 項。懲役刑の下限「3 年 1 日以上」
、
「6 年 1 日以上」と
の表記については法令上それぞれ「three (3) years and one (1) day」
、
「six (6) years and one
(1) day」と規定されているものを訳出したものである。
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2.3 捜査手続（レイド）
PNP 又は NBI は、
権利者からの告発内容及び提出された証拠類を精査し、
知的財産権侵害の疑いが強いと判断した場合には、裁判所に対して捜索差押
令状の申請を行う。裁判所から捜索差押令状が発行された場合には、PNP 又
は NBI は、権利者立会いのもと、対象の場所に対する強制捜査（レイド）を
実施し、模倣品及び模倣行為の証拠を押収する。

2.4 刑事裁判手続
(1)

予備調査手続
レイドによって証拠品が押収でき、知的財産権侵害の容疑が固まっ
た 場 合 に は 、 DOJ 又 は 検 察 庁 に よ る 予 備 調 査 （ ”Preliminary
Investigation”）の申立を行う20。担当検察官は、知的財産権侵害事実
の有無や刑罰の要否等を検討した上で、申立から 10 日以内に、当該申
立を棄却するか、容疑者側からの反論・答弁を受け付けるかを決定し、
容疑者側からの反論及び証拠の提出後 10 日以内に、当該事件に関し
て裁判所での刑事裁判を行うべきか否かの決定を行う。なお、担当検
察官は、必要と認める場合には、当事者の審問を行うこともできる。

(2)

裁判手続
知的財産権侵害に関する刑事裁判の管轄は各地域の商事裁判所が有
している。上述の検察官による予備調査を経て、当該事件が商事裁判
所に係属することとなった場合には、30 日以内に罪状認否及び（必要
がある場合には）事前審理が行われる。その後、法廷における審理が
行われるが、審理手続は最長 60 日間と定められており、審理終了後
30 日以内に当事者による最終弁論が行われ、その後 60 日以内に判決
が下される。
当該判決に不服がある場合には、当事者は控訴裁判所へ控訴するこ
とができ、更に最高裁判所へ控訴することができる。
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知的財産事件手続規則（A.M. No. 10-3-10-SC）Rule12

20

なお、前述のとおり、刑事措置手続は警察及び検察が主導する手続
であり、権利者の裁量によって手続の途中で和解することはできない。
もっとも、捜査手続や刑事裁判手続では、証拠の収集等において権利
者の協力・参加が不可欠であるため、これらの手続き中に侵害者側と
和解交渉を行い、合意に至った場合には、権利者がこれらの手続への
参加を取り止めることによって、実質的に手続を中止又は中断させる
ことができるため、刑事措置を執った上で侵害者側と和解交渉を行う
ことも有益なアプローチである。
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3

民事措置
権利者自らによるエンフォースメントを行ったものの侵害者がこれに応じない場
合、上述の刑事措置に代えて、民事措置を執ることもできる。民事措置と刑事措置
の大きな相違点は、刑事措置の場合には侵害者に対して刑事罰を科すことができる
ものの、権利者は何らの経済的補償も受けることができない一方、民事措置の場合
には刑事罰を科すことはできないが、権利者が損害賠償という形で経済的補償を受
けることができる点である21。この点が民事措置の最大のメリットと言えるが、侵害
者が資産を有していない場合には実効性を欠くとともに、民事措置には費用と時間
がかかるというデメリットが存在する。
フィリピンにおける知的財産権侵害に対する民事措置は以下のとおりである。

3.1 民事措置の対象及び効果
(1)

特許権
第 I 章 2.1 において述べた特許権の侵害行為があった場合には、権
利を侵害されている特許権者又は当該特許権における若しくはその発
明に対する権利、所有権若しくは利益を有する者は、侵害によって受
けた損害及び弁護士費用その他の訴訟費用の賠償並びに差止めを求め
て、各地域の商事裁判所に民事訴訟を提起することができる22。
損害賠償の金額は実際に被った損害額となるのが原則であるが、損
害賠償で補償することが不適切であるか又は損害額を確定することが
容易でない場合には、裁判所は、適切な実施料に等しい額を損害賠償
として裁定することができる23。更に、裁判所は、その裁量によって、
実際の損害額の 3 倍を上限として懲罰的な損害賠償を命じることもで
きる24。
なお、特許権侵害の民事損害賠償は、侵害行為から 4 年間の時効が
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ただし、刑事裁判手続において当該手続で争われている犯罪行為に基づく被害者の損害賠償
請求を同時に審理することが認められているため、被侵害者がこれを利用して損害賠償請求
を行うことも多い。

22

フィリピン知的財産法第 76 条第 1 項及び第 2 項

23

フィリピン知的財産法第 76 条第 3 項

24

フィリピン知的財産法第 76 条第 4 項
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存在する25。
(2)

意匠権及び集積回路配置権
第 I 章第 2.2 において述べた意匠権及び集積回路配置権の侵害行為
については、特許権の侵害行為の定義及び侵害行為に対する民事措置
の規定が準用されるため26、特許権と同様である。

(3)

商標権
第 I 章第 2.3 において述べた商標権の侵害行為があった場合、登録
商標権の権利者は、損害の賠償を求めて、各地域の商事裁判所に民事
訴訟を提起することができ、その賠償金額は、侵害者が権利者の権利
を侵害しなかったならば権利者が得たであろう合理的な利益又は侵害
者が侵害行為によって実際に得た利益のいずれかとし、損害の大きさ
を確定することが容易ではない場合には、裁判所は、損害賠償として、
侵害者の総売上高又は被侵害商標が使用された営業の価値に基づく適
切な割合を裁定することができる 27。更に、侵害者による侵害行為が
悪意によるものであることが立証された場合には、裁判所はその裁量
において損害額を 2 倍にすることができる28。また、裁判所は、損害
賠償に加えて、侵害品の没収又は破棄、その他の行為の差止めを命じ
ることもできる29。
なお、商標権登録の有無に関わらず、公衆に対して自己が製造又は
取扱う商品、事業又はサービスを第三者のものと区別して特定してい
る者は、虚偽又は悪意の手段により、当該商品、事業又はサービスと
偽って自己の商品等を提供している者に対して、不正競争行為として
損害賠償等を求めることができ30、またその商品又はサービス等の原
産地について虚偽表示を行っている者に対して、原産地の虚偽表示行

25

フィリピン知的財産法第 79 条

26

フィリピン知的財産法第 119 条第 1 項及び第 3 項

27

フィリピン知的財産法第 156 条第 1 項

28

フィリピン知的財産法第 156 条第 3 項

29

フィリピン知的財産法第 156 条第 4 項、第 157 条第 1 項

30

フィリピン知的財産法第 168 条
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為として損害賠償等を求めることができる31。
(4)

著作権
第 I 章 2.4 において述べた著作権の侵害行為があった場合、当該著
作権の権利者は、侵害行為の差止め、侵害の賠償、侵害物の押収又は
破棄等を求めて、各地域の商事裁判所に民事訴訟を提起することがで
きる32。

3.2 民事裁判手続
権利者によって民事裁判が提起された場合、裁判所は 5 日以内に、召喚状
と訴状（添付書類を含む）を被告に送達する。被告は、召喚状等の受領から
15 日以内に答弁書を裁判所に送付し、かつその写しを原告に送付しなけれ
ばならない。なお、当事者は、相手方が保有している文書の検査及び開示等
を求めるディスカバリーの実施を裁判所に申請することもできる。
裁判所は、答弁書の受領又はディスカバリーの実施後に事前審理手続きを
行い、両当事者の証拠及び主張の整理を行う。なお、事前審理は最長で 30 日
間までと定められている。その後、法廷における審理が行われ、審理の終了
から 45 日以内に判決が下される33。
当該判決に不服がある場合には、当事者は控訴裁判所へ控訴することがで
き、更に最高裁判所へ控訴することができる。

31

フィリピン知的財産法第 169 条

32

フィリピン知的財産法第 216 条第 1 項

33

なお、実務上は、民事裁判の進行に関する各種の期間制限の規定が存在するにも関わらず、
様々な理由により遅滞が生じることが常態化しており、訴訟提起から第 1 審の判決までに 3
年程度を要することが通常である。このような司法手続の非効率性は、第 VI 章 4.2 で述べる
とおり、フィリピンにおける知的財産権保護にかかる法執行の問題点として指摘されてい
る。
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4

行政措置
裁判所での刑事措置及び民事措置に加えて、フィリピンでは IPOPHL 等の行政機
関によるエンフォースメントも執ることができる。
損害賠償請求額が 20 万ペソ未満の知的財産権侵害事件については DTI 法務部が
管轄権を有し、20 万ペソ以上の知的財産権侵害事件については IPOPHL 法務局が
管轄権を有している。IPOPHL 法務局は、審理を行った上で、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34。
更に、IPOPHL の権利執行室は、PNP 等の捜査機関と協力して、強制捜査（レイ
ド）を行う権限も有しているため、上述の刑事措置を執るにあたって、PNP や NBI
でなく、IPOPHL 権利執行室に対して告発を行うこともできる。その他、NCIPR の
構成機関である OMB や FDA もそれぞれ執行権限を有しているため、これらの行
政機関に対して告発を行うこともできる。
なお、IPOPHL は、2018 年 7 月 26 日付の 2018 年覚書回覧第 8 号（IPOPHL
Memorandum Circular No. 008 Series of 2018）により、知的財産権侵害に対する
行政事件等について、IPOPHL 法務局の裁判外紛争解決制度（ADR）としての調停
に付されなければならないとして、行政罰を前提とした審理に先立って調停を行う
ことを必要的なものとした。従前は調停の実施については当事者の同意が必要であ
ったところ、必ず調停手続を経るものとすることにより、当事者の互譲による早期
解決を促進することを意図したものである。この覚書回覧は、IPOPHL に対して提
起された行政事件についてのみ妥当するものであり、他の機関が管轄を有する事件
においては適用されない。
模倣品の流通等によりその知的財産権を侵害されている企業にとっては、上記覚
書回覧に基づく変更により、IPOPHL に提起した行政事件において、①相手方との
互譲による解決を図る機会が確保されるというメリットがある一方、②調停による
解決を希望しない、あるいは調停による解決が現実的ではない場合においても、形
式上調停手続を経なければならなくなる結果、紛争解決までの期間が延び、その分
の費用がかかるというデメリットが生じることとなる。
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水際措置
フィリピン国内で模倣品が発見され、その製造業者又は販売業者がフィリピン国
内にいる場合には、これらの者に対して上述の各種執行手続を執ることとなるが、
後述するようにフィリピン国内の模倣品は国外で製造され、フィリピン国内に持ち
込まれることが多い。このような場合には、フィリピン国内での執行手続は有効と
は言えず、模倣品が税関や国内に持ち込まれた直後に搬入される倉庫等に所在して
いるうちに模倣品の流通を食い止める、いわゆる水際措置が有効である。
BOC は、商標権及び著作権のみならず、特許権や意匠権も含む知的財産権を侵害
している輸入品を差し止める権限を有していることから、事前に模倣品が入ってい
る貨物を特定できている場合には、BOC に対して当該貨物の検査及び模倣品の差止
めを求めることとなる。もっとも、事前にどの貨物に模倣品が入っているか特定で
きることは稀である。このような場合に有益なのが事前登録制度である。事前登録
制度では、事前に権利者が自己の知的財産権を BOC に登録しておくことにより、
BOC に対して当該権利者の商品が含まれる貨物を注意的に監視・検査するよう促す
ことができる。
水際措置の発動にかかる手続きは、税関行政命令第 6-2002 号35等により定められ
ており、その概要は次のとおりである。
① 知的財産の権利者又はその代理人は、関税局長に対し、その知的財産権の侵
害が疑われる物品に対する警告・停止命令を発出するよう書面により申し立
てる。この申立に際しては、IPOPHL に既に登録されている知的財産権の場
合には IPOPHL 発行の登録証（未登録である場合にはこれに代わる裁判所
その他の機関による知的財産権にかかる申立人の主張を基礎付ける決定等）、
著作権又はこれに関係する権利の場合にその権利に関する宣誓供述書が必
要となる。これに加え、当該知的財産権に関係するその他の情報及び対象と
なる製品の添付も必要である。
② BOC は、上記①の申立又は自ら了知した事実に基づいて、信用に足りる情
報がある場合には、知的財産権を侵害することが疑われる物品に対して警
告・停止命令を発する。
③ 税関審査官は、警告・停止命令が受領されてから 24 時間以内に、知的財産
権者と荷受人（それぞれの代理人を含む）の立ち合いの下で警告・停止命令
の対象たる物品を審査する。
④ ③の審査の結果、対象の物品について知的財産権の侵害の事実が認められな

35

BCO ウェブサイト、URL: http://customs.gov.ph/wp-content/uploads/2014/02/CAO-6-200
2.pdf （最終アクセス日：2019 年 2 月 15 日）
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い場合には、警告・停止命令は解除される。それ以外の場合には、知的財産
権者と荷受人双方からのヒアリングが実施される。
⑤ ヒアリングの結果、知的財産権侵害の事実が認められた場合には、当該物品
の破棄等の命令が発出される。他方、そのような事実が認められない場合、
警告・停止命令は解除される。
このような BOC における水際措置の流れを図で示すと以下のとおりとなる。
BOC における水際措置の流れ

出典：関連法令等を参考に作成
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