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3‐22 ブラジル 
 
1．地理的表示の保護を図った主な法律等1 

 
・Federal Law No. 9.279：連邦法 No. 9279（以下、産業財産法） 

 
ブラジルにおいては、産業財産法において、特許及び商標と同様に、地理的表示に関す

る独立した章があり、「第 IV 章：地理的表示」（176 条から 182 条）を中心に規定され

ている。 
更に、産業財産法における地理的表示の規定を補足するものとして、ブラジル産業財産

庁規則No.075（以下、規則No.075）がある。 
 

（法律の目的） 
 ・ブラジルの社会的利益、並びに技術及び経済的発展（産業財産法 2 条） 
 ・経済における地理的表示の重要性の増大に伴い、ブラジルにおける地理的表示に対す

る十分な保護の提供（施行規則前文） 
 
2. 地理的表示の定義 
 
 ブラジル産業財産法においては、「地理的表示とは、出所表示（indication of source）又

は原産地名称（denomination of origin）によって構成される」と定義されている。2 
更に、出所表示ついては「対象となる商品の採取、生産若しくは製造、又は対象となる

サービスの提供元の中心として知られている、国、都市、地域又は地方の地理的名称から

構成される」と定義している。3 
一方、原産地名称については、リスボン協定型の定義を採用している。4 

                                            
1 本章における英文の産業財産法及び施行規則の条文は、WIPO LEX のウェブサイトに掲

載されたものである。（http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=BR）なお、条

文の日本語訳は、AIPPI の仮訳である。 
2 産業財産法 177 条 
「A geographical indication shall be an indication of source or a denomination of 

origin.」（強調付加） 
3 産業財産法 178 条 
「Indication of source shall mean the geographic name of a country, city, region or 

locality in its territory, which has become known as a center of extraction, production 
or manufacture of a given product or of provision of a given service.」（強調付加） 

4 産業財産法 179 条 
「Denomination of origin shall be the geographical name of a country, city, region or 

locality in its territory, that designates a product or service whose qualities or 
characteristics are due exclusively or essentially to the geographical environment, 
including natural and human factors.」（強調付加） 
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また、地理的表示の対象として商品だけでなく、サービスも含めており、他の国とは異

なる特有の地理的表示についての定義を有している。 
 
（地理的表示の対象） 
 特定の種類の商品等に限定する規定はない。サービスも対象として含まれる。 
 
3．地理的表示の保護リスト 
 
 ブラジル産業財産庁のウェブサイトで閲覧可能（ポルトガル語のみ）。5 なお、2012 年

2 月 14 日現在の登録リストは、後掲する参考資料を参照。 
 
4．地理的表示についての保護を受けるための手続き 
 
 ブラジルにおいて地理的表示の保護を受けるためには、地理的表示の登録出願をブラジ

ル産業財産庁に行い、登録されなければならない。 
 
（登録申請者の範囲） 
 次の要件を満たす個人又は法人（協会、組合、機関等）が、地理的表示の登録出願を行

うことができる。（規則No.075：5 条） 
 
・出願人又は出願人を代表する人々が、当該地理的名称を独占的に使用する正当性 
・出願人又は出願人を代表する人々が、地理的表示として申請する領域に所在している 

 
（出願要件） 
ブラジルにおける地理的表示登録出願の要件を次のように定めている。 

（規則No.075：6 条） 
 
・対象となる地理的名称 
・商品又はサービスの詳細 
・商品又はサービスの特性 
・出願人としての正当性の証拠となる書類 
・地理的表示の使用規則 
・地理的境界を画定する公式文書 
・公的手数料納付の領収証 
 

（該当する場合） 
・委任状 
・地理的表示が図形的要素又は国、都市、地域若しくは地方の図形を含む場合、使用さ

                                            
5 http://www.inpi.gov.br/index.php/indicacao-geografica/registros 
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れるラベル 
 

（登録等の申請手続き） 
 ブラジル産業財産庁に地理的表示の登録出願が行われた場合、まず出願要件が満たされ

ているかどうかの方式審査が行われる。出願要件が満たされていない場合は、60 日以内に

要件を満たすよう要求される。上記期間内に要件が満たされない場合、当該出願は棚上げ

となる。6 
 当該出願が出願要件を満たしていた場合、当該出願について公告され、第三者は 60 日

以内に異議申立を行うことができる。7 
 異議申立がなかった、又は、申立てがあった場合でも、出願を維持する判断がなされた

場合、更なる審査が行われ、該当する地理的表示の登録を認めるか否かの決定を行う。な

お、上記産業財産庁の決定に対して、60 日以内に不服申立をすることができる。8 
 
（外国の地理的表示の取扱い） 
外国の地理的名称であって、すでに原産国において、又は国際機関によって地理的表示

として認められているものについては、その国の地理的表示の権利者による登録請求が必

要である。（規則No.075：5 条 2 項） 
 
5．異議申立制度 

 
上述の通り、出願公告後、60 日以内異議申立を行うことができる。9 異議申立があった

場合、出願人は 60 日以内に応答しなければならない。（規則No.075：10 条） 
 

（登録後の取消） 
 明文の規定なし。 
 
 
 

                                            
6 規則No.075：9 条 
7 規則No.075：10 条 
8 規則No.075：11 条 
9 ブラジル飲料協会（ABRABE）は、フランスの国立コニャック生産協会による地理的表

示出願No.IG980001「COGNAC」に対して異議を申し立てた。この異議申立は、

「CONHAQUE」（COGNAC のポルトガル語表記で、発音はほとんど同じ）が、すでに

サトウキビから作る蒸留酒の一般的な名称として、ブラジルで 100 年以上にわたって使

用されているという事実に基づいていた。 
COGNAC はフランスの地名の地理的表示として登録されたが、ブラジル産業財産庁は、

ポルトガル語表記のCONHAQUE についても、ブラジル国内市場において一般的に使用

されているという理由から、国内の飲料メーカーによって引き続き自由に使用されるべ

きであるという見解を示した。 
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6. 保護の効力 
 
（誤認混同の必要性） 
 下記の行為については、誤認混同が生じる場合、保護の効力が及ぶ。 
（産業財産法 192 条） 

 
 ・虚偽の地理的表示が付された商品の製造、輸入、輸出、販売、販売のための展示、販

売の申出、又は当該商品の保管 
 
下記の行為については、誤認混同が生じなくても保護の効力が及ぶ。 
（産業財産法 193 条） 
 
・該当する商品の真正の原産地を示している場合であっても、「type」、「species」、 
「genus」、「system」、「similar」、「substitute」、「identical」又はそれに類する語句

を伴う、商品、梱包、包装、リボン、ラベル、チラシ、ポスター又は公表若しくは広

告に関する他の手段での保護されている地理的表示の使用。 
 
（「型」等を伴う地理的表示に対する取扱い） 
真正の原産地を示している場合であっても、「type」、「species」、「genus」、「system」、

「similar」、「substitute」、「identical」又はそれに類する語句を伴う、商品、梱包、包装、

リボン、ラベル、チラシ、ポスター又は公表若しくは広告に関する他の手段での保護され

ている地理的表示の使用に対して、保護の効力が及ぶ。（産業財産法 193 条） 
 
（翻訳に関する取扱い） 
明文の規定なし。 

 
（複合語に関する取扱い10） 
明文の規定なし。 

 
（「想起（evoke）させるような使用」に関する取扱い） 
明文の規定なし。 
 

7．一般名称に関する規定 
 
（一般名称の地理的表示の保護の可能性） 
 地理的名称が製品又はサービスを特定するため普通名称となっている場合、地理的表示

                                            
10 当該項目は『「A＋B」という二語からなる地理的表示があった場合に、「A」又は「B」
単独の使用も禁止するというような明文規定が存在するか』について調査を行った。 
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とはみなされない11。（産業財産法 180 条） 
 
（保護された地理的表示の一般名称化） 
 明文の規定なし。 
 
8．権利執行者 
 
（権利執行請求主体） 
 地理的表示登録の権利者は、「虚偽表示」等に対して刑事訴訟12及び民事訴訟13を提起す

ることができる。 
 
（権利執行主体） 
 裁判所 
刑事訴訟の場合は、罰金又は禁固、並びに検閲及び差止め仮処分を受けることができ 

る。14 また、民事訴訟の場合は、損害賠償、逸失利益の算定を受けることができる。15 
 
9．水際措置の有無と概要 
 
 職権又は利害関係者の請求により、税関当局は、検査期間中、虚偽の出所表示を付した

商品差止めを行うことができる。16 
 
10．執行実績、主要侵害裁判例 
 
 文献調査を行ったが、関連する資料を発見することができなった。17 
                                            
11 ブラジルの「Minas」という白チーズの事例がある。このチーズはもともと Minas 

Gerais 州の産物であったが、時代とともに、Minas Gerais 州だけでなく国内各地で生産

される同種の白チーズを指す一般名称として使用されるようになった。 
12 産業財産法 200 条 
13 産業財産法 207 条 
14 産業財産法 192 条、193 条及び 200 条 
15 産業財産法 209 条及び 210 条 
16 産業財産法 198 条 
17 なお、登録された地理的表示が侵害された事例ではないが、地理的表示が関係する商標

登録及び使用差止めの事例として次のものがある。しかしながら、いずれの事例も産業

財産法の施行前のものである。 
 

1．BORBONHA vs BOURGOGNE 
フランス国立ワイン蒸留酒原産地名称研究所（French Institut Nacional des 
Appellations d’Origine de Vins et Eaux de Vie）が、ブラジル国内企業Dreher S.A.社の

ワインに関する商標登録「BORBONHA」に対し、司法無効訴訟を起こした。フランス

の Bourgogne（ブルゴーニュ）はワインの産地として広く知られており（と裁判所が認
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11．地理的表示に関する規定及び商標に関する規定との間の調整規定 
 
－地理的表示に関する規定上の商標との間の調整規定 
 
（地理的表示と商標の抵触に関する規定） 
 規定なし。ただし、出所表示又は原産地名称を構成しない地理的名称は、虚偽の出所に

ならない限り、商品商標又はサービスマークの識別要素として扱うことができる。（産業財

産法 181 条） 
 
（地理的表示の出願・登録以前より善意で使用されていた商標の使用：先使用の可能性） 
明文の規定なし。 

 
－商標に関する規定上の地理的表示との間の調整規定 
 
（商標と地理的表示の抵触に関する規定） 
 混同を生じる可能性のある地理的表示若しくはその模倣、又は虚偽の地理的表示になる

可能性のある標識は、商標登録されない。（産業財産法 124 条 IX） 
 
（商標の出願・登録以前より善意で使用されていた表示の使用：先使用の可能性） 
 明文の規定なし。 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
定）、ポルトガル語では「Borgonha」と表記される。「BORBONHA」という標章は、こ

の「BORGONHA」と類似しており、混同の可能性があるという理由で、裁判所は登録

無効の訴えを支持する判断を下している。 
（Extraordinary Appeal No.46886（連邦最高裁判所）：Hahnemann Guimaraes 判事： 

1963 年 6 月 20 日） 
 

2．SCHWARZE KATZ 
ドイツのワイン安定基金（Stabilisierungsfonds für Wein）という協会が、ブラジル国内

のAdegas Vinícolas Reunidas Ltda 社に対し、黒猫のデザインと「Schwarze Katz」の

表現を、ワインを識別する目的で使用したとして、侵害訴訟を起こした。ドイツ語で黒

猫を意味する「シュヴァルツェ・カッツ」は、ドイツの有名なワイン産地の名称である。

そのため裁判所は、Schwarze Katz がワインの地理的表示であると認め、産品の原産地

について消費者を混同させる恐れがあるとして、この国内企業に対して、この表現の使

用を止めるよう命令した。 
（Appeal No.591040688（Court of Appeals of the State of Rio Grande do Sul：リオグラ

ンデ・ド・スル州控訴裁判所）：Ramon G. von Berg 判事：1992 年 10 月 26 日） 
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12．地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法 
 
（地理的表示を使用できる者の範囲の特定方法） 
 出願時に下記に関して公式文書18の提出が必要になっている。 
 

1）原産地名称の場合（規則No.075：7 条 2 項 d）） 
生産者及びサービス提供者が、該当する地理的領域に所在していることの証明 

 
2）出所表示の場合（規則No.075：7 条 1 項 c）） 
生産者及びサービス提供者が、該当する地理的領域に所在し、使用規則に基づき実際

に活動を行っていることの証明 
 
（上記特定方法と地理的風土等との密接関連性） 
 出願時に下記に関して公式文書の提出が必要になっている。 
 
1）原産地名称の場合（規則No.075：7 条 2 項 a）及び b）） 
・自然的要因及び人的要因を含む、対象とする地理的領域に排他的又は本質的に起因す

る、商品又はサービスの品質及び特性についての詳細 
・商品又はサービスを得るために、その地で受け継がれてきた工程又は方法についての

詳細 
 
2）出所表示の場合（規則No.075：7 条 1 項 a）） 
・地理的名称が、当該商品の採取、生産若しくは製造、又は当該サービスの提供に関わ

る中心地として知られていることの証明 
 
（地理的表示を使用できる者の範囲特定時の問題） 
 出願時に、地理的表示の独占的な使用権を有する生産者又はサービス提供者の管理機構

の存在を証明する公式文書を提出しなければならない。（規則No.075：7 条 1 項 b）及び 2
項 c）） 

                                            
18 公式文書とは、地理的名称の対象となる産品又はサービスに関連するブラジル各州、ブ

ラジル連邦政府の管轄機関によって発行される文書である。（規則Mo.075：7 条） 
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（参考資料）ブラジルにおける登録リスト（2012 年 2 月 14 日現在） 
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