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１０．ブラジル【実体審査なし、ハーグ協定未加盟】 
 
１０．１．制度の枠組み 
 
（１）ブラジル産業財産法第 2 編233に意匠に関する規定が設けられており、意匠は産業財

産法(以下、「法」と略す場合もある。) により保護されている。 
（２）保護対象としての意匠の定義は、産業財産法第 95 条に「物品の装飾的造形体又は

製品に利用することができる線及び色彩の装飾的配置であって、その外形に新規か

つ独創的な視覚的効果をもたらし、工業生産のためのひな形にすることができるも

のは、意匠とみなされる。」と規定されている。 
（３）法 106 条に従い、出願が方式要件の規定を満たしている場合は、自動的に公告され、

同時に登録されるとともに登録証が交付される。登録は出願日から 10 年間効力を

有するが、5 年を単位として 3 回の延長を受けることができる(法 108 条)。なお、

意匠権者は存続期間中いつでも、ブラジル産業財産庁(以下、「INPI」という。) に
登録対象の新規性及び独創性の審査を請求することができる (法第 111 条) 。 

（４）行政上の無効手続は INPI において行われ、登録の日から 5 年間、職権により又は

正当な利害関係を有する者が登録の無効を申請することができる(法第 113 条)。
INPI の決定に対しては審判請求をすることができる(法第 212 条)。審決は INPI に
おける終局的な判断であり(法第 215 条)、異議申立は連邦裁判所への出訴となる。 

（５）意匠権者には、第三者がその同意を得ることなく意匠に係る製品等を生産、使用、

販売、販売の申出、輸入を阻止する権利を与えられる(法第 109 条で準用する法第

42 条)。 
（６）意匠権の効力のおよばない範囲として、第三者が私的に、かつ商業目的でなく行う

行為等が規定されている(法第 109 条で準用する法第 43 条)。 
（７）間接侵害の規定はないが、侵害行為を他人が行うのを援助する行為を直接侵害の一

態様として規定している(法第 109 条で準用する法第 42 条)。 
（８）司法上の無効手続として、INPI 又は利害関係人は意匠権の存続期間中いつでも連

邦裁判所に無効訴訟を提起することができる(法第 118 条で準用する法第 56 条、57
条)。 

（９）登録意匠を含む製品又は誤認混同を生じさせるおそれのある実質的模造品を権利者

に許可なく製造することが侵害行為と規定されている(法第 187 条)。また、意匠保

護の対象に該当しないものとして純芸術作品(法第 98 条)、公序良俗に反するもの、

対象物が通常又は一般的に備える必然的な形状又は技術若しくは機能的配慮によ

って本質的に決定される形状(法第 100 条)が規定されている。 
（１０）意匠権侵害に対する刑罰は、3 か月以上 1 年以下の禁錮又は罰金である(法第 187

条)。 

                                            
233 ブラジル産業財産法(2001 年 2 月 14 日法律第 10.196 号により改正された 1996 年 5 月 14 日法律第

9.279 号)http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm( 終アクセス日：2014年

2 月 14日) 
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（１１）意匠権侵害の民事的救済として、権利者は民事訴訟を提起することができ(法第

207 条)、差止め請求(法第 209 条第 2 項)、損害賠償請求(法第 209 条第 1 項)を請求

することができる。 
（１２）意匠権侵害事訴訟は、一般に州裁判所が管轄権を有する。 
 
 
１０．２．意匠権設定までの運用 
 
（１）願書の記載 

INPI によると以下のとおりであった。 
願書に記載した意匠の特徴や物品の機能(function)及び用途(purpose of use)の説明につ

いて、説明は、審査官･審判官等が出願等を理解するためのみに利用するものであって特徴

や機能についての記載は認めず、削除させている。この点について、ブラジルの実務者の

中には、特徴、機能および／または物品の用途に関する記載は任意であるとする意見もあ

った。 
 意匠の説明は形状の説明であるべきである。物品の目的は記述してもよいが、長所、特

徴、機能、製造様式などの詳細や材料については記述してはならない。これらの記述は原

簿の一部になる。 
 意匠分類は、 終的には INPI によって付与されるので、出願人が意匠分類を付与して

いたとしてもその情報は審査時に変更されることがある。したがって、出願人は意匠の区

分けを自らすることはできない。ただし、出願人は意匠出願の分野は明らかにしなければ

ならない。 
 
（２）物品名の表示 
 願書に記載した物品名(title of article)は方式審査又は実体審査でどのように認定してい

るかについて、INPI は、３次元の物品の場合、例えば「ペンに当てはまる形状」である

か、線及び色彩の取り合わせの場合、「ペンに当てはまる装飾柄」であるかにより認定して

いるとしている。 
 ブラジルでは、画像そのものを保護対象としており、画像の権利であることは図面によ

って決定する。なお、意匠の物品名や説明は保護の範囲に影響しない。また、書体(フォン

ト)も保護され得る。ロゴは意匠としては保護されない。グラフィック記号は認められるが、

ブラジルの規則では、保護を求める要素には、文章、ロゴ、脚注、見出し、既知の記号、

標章、その他の表現は含まないと規定されている。 
 
（３）図面提出要件 

出願には、図面又は写真等を含めなければならない(産業財産法第 101 条) 
意匠規則によれば、図面及び写真は、次の事項を満たさなければならない(意匠規則
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23411.4)。 
 

11.4. 図面又は写真 
11.4.1. 図面又は写真は、次でなければならない。 
a) 頁にはアラビア数字で連続番号を付し、指定事項を参照する頁の番号及び総数を示さ

なければならず、好ましくは斜線で区切る(例えば 1/5...5/5、1/5 は明細書が 5 頁の場

合の 初の頁を示す。)。 
b) 三次元対象物の場合は常に斜視図を含めなければならず、かつ対象物の完全な外観の

ために必要とされるだけの数の図(正面図、背面図、平面図、底面図及び側面図)を含

めることができる。 
c) 明瞭に、かつ詳細が明らかになる縮尺で作成しなければならず、1 つの頁に幾つかの

図を含めることができるが、その場合は互いに明確に分離されるようにし、かつ連続

番号を付さなければならない。 
d) アラビア数字で連続番号を付したイラストを含めなければならない。同一の対象物に

ついて 1 以上の図がある場合、かかる図は、図の数に応じて、かかる対象物の番号に

小数の番号を加えて識別しなければならない。 
 例えば、ティーポット・セットの場合は、ティーポット(図 1.1 から図 1.5 まで)、カ

ップ(図 2.1 から図 2.4 まで)、小皿(図 3)及び皿(図 4.1 及び図 4.2) 
e) 該当する場合、明細書と同一の数的参照を含める。 
f) 白黒の図面又は写真の場合、対応する着色の範囲を表示する。 
g) 着色した写真又は図面の場合、必要な複写をカラーで提出する。 

11.4.2. 写真の場合は、登録期間にわたって鮮明に維持されなければならない。登録

更新の際には、新しい複写を提出しなければならない。 
11.4.3. 内部の詳細に関するイラストで装飾的な特徴を表していないものは、意匠保

護の趣旨には該当しない。 
11.4.4. 図面又は写真における番号及び文字は、少なくとも 0.32cm の高さでなければな

らない。 
11.4.5. 図面又は写真は、線によって枠取りしたり、境界づけをしたりしてはならず、紙

の上に次の 小の余白をとって表示しなければならない。 
上部の余白  2.5cm、好ましくは 4cm   
左側の余白  2.5cm、好ましくは 3cm   
右側の余白  1.5cm   
下部の余白  1cm   

 
（４）図面に記載した破線の意味 
 図面に記載した破線がもつ意味について、INPI に下図のデジタルカメラの部分につい

                                            
234 ブラジル意匠規則(法律第129 号, 1997 年 5月 15日施

行)http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm( 終アクセス日：2014年 2月 14
日) 
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ての意匠を提示したが、回答が得られなかった。 
 ブラジルの実務者によると、これは、破線の使用がブラジルでは認められないことによ

る。ブラジルでは、このような部分の意匠出願がなされた場合、物品全体を示していない

図面は図面提出要件や方式要件を満たさないとされて拒絶理由となり、何らかのオフィス

アクションが通知される。これに対し、出願人は破線を実線に描き変える補正をすること

が認められている(部分意匠を全体意匠にする補正が認められている)。すなわち、実線が

意匠の対象物を明示しているなら、破線部分は削除しなければならない。その破線が対象

物の一部分でなく全体を示すのであれば、破線部分は実線で書かなければならない。 
 例外として、別々に製造することができ、 終製品の一部をなす物品は、実線で表し、

残りの部分を破線で表すことはある。 

      

※実際のアンケート票で
は、この図とほぼ同じデ
ジタルカメラの図を示し
て回答を得た。

 

デジタルカメラの部分についての意匠 
(Design of a part of a digital camera) 

 
（５）図面又は写真によって開示されてない部分の扱い 

下記の斜視方向から撮影した蓋を開いた状態の化粧品用ケースの写真一枚のみを INPI
に提示し、その扱いについて回答を得た。 

【上方からの斜視図】

※実際のアンケート票では、
この図とほぼ同じ化粧品の写
真を示して回答を得た。

 
一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース) 

(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone 
(cosmetic case)) 
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INPI 回答者回答： 
開示が不十分であり意匠が特定できないので、出願を拒絶する。その理由は以下のとお

り。 
  ・このような 1 図での出願は自国の規定に違反し、認定できない。 
  ・底面や背面など、物品全体が開示されていない。 
  ・蓋を閉じた状態が不明である。 
  ・上蓋表面の凹凸等の形状が不明である。 
  ・蓋と本体を止めているヒンジ部など細部の形状が不明確である。 
  ・物品は蓋が閉じられた形状を示さなければならない。 
 
（６）複数意匠の関係 
 
 (INPI は無審査で登録していることもあり、他国で質問した「街路灯灯具本体」、「包装

容器」の具体例を用いた質問はしていない。) 
 
（７）パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の扱い 
 パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の扱いについては、法第 99 条に「第 16 条の

規定は、意匠登録に準用する。ただし、同条(3) に規定した期間は 90 日に変更する。」と

規定されており、第 16 条には特許出願の優先権に関する事項が規定されている。 
 

法第 16 条 
 ブラジルと協定を締結している国において又は国際機関においてされた出願であって、

国内出願の効力を生じるものには、当該協定に定められている期限内の優先権が与えられ

るものとし、また、当該出願は、前記の期間内に生じた出来事によって無効とされ又は不

利な扱いをされることはない。 
(1) 優先権の主張は出願時に行わなければならず、また、当該主張は 60 日以内に、ブラ

ジルにおける出願日前の他の優先権をもって補充することができる。 
(2) 優先権の主張は、原出願国が交付した適切な書類であって、出願番号、出願日、名称、

明細書、並びに該当する場合は、クレーム及び図面を含むものによって証明しなければな

らず、当該書類には、出願に関する識別情報を含む出願証明書又は同等の書類の自由翻訳

文を添付しなければならない。翻訳文の内容については、出願人が全面的に責任を負うも

のとする。 
(3) 証拠書類は、出願時に提出しなかったときは、出願日から 180 日以内に提出しなけれ

ばならない。 
(4) ブラジル国内において効力を有する条約に基づいてされた国際出願の場合は、(2)にい

う翻訳文は、国内処理の開始日から 60 日以内に提出しなければならない。 
(5) ブラジルにおいてされた出願が、原出願国からの書類に忠実に記載されている場合は、

出願人は自由翻訳文に代え、その趣旨の陳述書を提出することができる。 
(6) 優先権が譲渡によって取得されている場合は、その関係書類は、出願日から 180 日以
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内又は該当するときは、国内処理の開始日から 60 日以内に提出しなければならないが、

原出願国における領事認証は求められない。 
(7) 本条に定めた期限内に証拠を提出しなかった場合は、優先権は失効する。 
(8) 優先権の主張を伴ってされた出願の場合は、早期公開の請求には、優先権証明書を添

付しなければならない。 

 
 方式審査又は実体審査においてパリ条約による優先権の主張を伴う出願の優先権が有効

であることを確認するために、INPI では優先権証明書に記載された出願日、出願人、図

面をチェックしている。 
 
（８）パリ条約による優先権主張を伴う意匠出願の記載と優先権証明書の記載との相違 
 パリ条約による優先権主張を伴った意匠出願の願書又は図面の記載が優先権証明書の記

載との違いについて、INPI は、物品名の変更、説明の追加・修正、説明の削除、意匠の

表現物(図面、写真など)の追加、表現物の表現形式の変更(例えば、線図を写真に変更など)、
表現物の表現形式の、出願国の図面提出要件に合わせた作図への変更であれば優先日は確

保されるとしている。 
 また、破線の扱いについて、INPI は、パリ条約による優先権証明書に破線で表現され

た物品であっても物品の全体が開示されているとして、物品全体の意匠について優先日は

認定されるとしている。 
 INPI によると、次のような変更例は、許容される(■の印)としている。 
 

 優先権証明書 変更 ブラジルへの出願 
■ 色彩付き線図 → 色彩なし線図 
■ 色彩なし線図 → 色彩付き線図 
■ 色彩付き線図 → モノトーン陰影図 
■ モノトーン陰影図 → 色彩付き線図 
■ カラー写真 → 色彩なし線図 
■ 色彩なし線図 → カラー写真 
■ カラー写真 → モノトーン写真 
■ モノトーン写真 → カラー写真 

 
（９）グレースピリオド(新規性喪失の例外規定) 
 グレースピリオドの情報は公報に掲載していない。 
 利害関係者のみが、訴訟登録後に、無効を訴える行政手続きや司法手続きをとることが

できる。 
 グレースピリオドの請求を記録する必要はない。ただし出願人は、公開によって無効が

起きる可能性がある場合は法によるグレースピリオドの期間を得るべきこと証明する準備

をしておかなければならない。その証拠提示が要求されるのは、許可された意匠の価値を

登録者の要求によって審査する場合、あるいは特許庁または第三者による裁判が取消手続



 

259 
 

きを開始する場合である。 
 
（１０）保護要件 
 保護要件として、新規性、創作非容易性、工業上の利用性が求められる。 
 新規性について、意匠は技術水準でないときは新規とみなされ、技術水準は出願日前に

ブラジル又は外国において本条(3)及び第 99 条の規定を損なうことなく、使用その他の手

段により公衆の利用に供された全てのものをもって構成されることが法第 96 条に規定さ

れており、その判断主体は一般市民である。 
 新規性に関する先行意匠の範囲について、INPI は「同一」としているが、ブラジルの

実務者は同一とするものと実質同一とするものがあった。同一とする根拠について、新規

性とは意匠が技術水準にあるものとは異なるものであるべきという概念であり、異なって

いれば、新規性の要件は満たされるとする意見があった。 
 創作非容易性について、意匠が先行する他の物品とは異なる視覚的形状をもたらす場合

はその意匠は独創性であるとみなすことが法第 97 条に規定されており、その判断主体は

その技術に通常程度の習熟度のある人である。 
 創作非容易性に関する先行意匠の範囲について、INPI は「実質同一」としているが、

ブラジルの実務者は実質同一とするものと類似の範囲を含むとするものがあった。類似の

範囲を含む根拠として、既存の意匠との関連で新規であるというだけでは十分ではなく、

その形状が視覚的に異なるものでなければならない。したがって、出願する意匠を、既知

の物品と隣り合わせで並べたときに混同し得ないものと考えるのが妥当である。さらに、

視覚的な形状があること自体によって、物品を創作する際に 低限の努力を伴うことも証

明しなければならないとする意見があった。 
 工業上の利用性について、工業の意匠は物品の装飾的造形又は製品に利用することがで

きる線及び色彩の装飾的配置であって、その外形に新規かつ独創的な視覚的成果をもたら

し、工業生産のためのひな形にすることができるものは意匠とみなされることが法第 95
条に規定されており、その判断主体はその技術に通常程度の習熟度のある人である。産業

財産法や規則で具体的に規定されているわけではないが、ブラジルの審査官は通常、登録

の図面に示されている物品とまったく同一の形状が、工業生産において再現しやすいもの

であるべきという認識を適用している。 
 意匠登録の要件の判断主体に対して、ブラジル産業財産法第 96 条「新規性」の判断主

体は「一般市民」と、また同法第 97 条「独創性」の判断主体は「当該技術に通常程度の

習熟度のある人」とされている。これに関し、「ブラジルの知的財産法およびそれに関連し

た法令は、新規性を評価する人物の能力について規定していない。同法によれば、意匠は、

それがブラジル国内あるいは海外で申請手続きがなされた日付より以前から一般的に利用

され、あるいはその他の方法により知られていたあらゆる従来技術に含まれているもので

ないのであれば、新しいものとみなされる。同法の規定にそぐわないような見方が示され

た判例は存在しないようである。同様に、ブラジルの知的財産法およびそれに関連した法

令は、独自性を判断する人物の能力について規定していないが、この点に関しても、知的

財産法の規定にそぐわないような見方が示された判例は存在しないようである。意匠は、
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それが既存の物に比べて特徴的な視覚的配置を備えているのであれば、独自性があるとみ

なされる、とだけ知的財産法には記されている。しかしながら、ブラジル知的財産協会は、

その意匠委員会において特許商標庁の職員と協議し、独自性を判断する人は意匠の関連分

野に「精通し携わっている人」と定義する指示を出す可能性について議論を行ったことが

ある。 
 
（１１）創作非容易性に関する参考判断例 
 創作の困難さについて法律が特段予見した部分はない。ただし独創性については述べら

れている。独創性については、法第 97 条に「意匠が、先行する他の物品とは異なる視覚

的形状をもたらす場合は、その意匠は独創的であるとみなす。」と規定されている。なお、

公知の要素の結合であっても、独創的な視覚的成果と認められることがある。 
 
 以下の例について、ブラジルの実務者の見解が得られたので参考として記載する。ブラ

ジルにおいて、既知の要素を組み合わせた結果として独創的な物品の外観が得られるとい

うことは考えられるが、INPI が先行技術との関連で以下の参考判断例の各物品を独創的

とみなす可能性は極めて低いとしている。 
 
【参考判断例１】 
“本棚付き机” 

出願の意匠：本棚付き机

寄せ集め・置き換え

公然知られた意匠：机

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。
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ブラジル実務者回答： 
その意匠の属する分野において、本立てを机に組み合わせることは当業者にとってあり

ふれた寄せ集め・置換であるものと考えられる。 
 

【参考判断例２】 
“ 電子複写機” 

繰り返し連続する構成要

素の単位数を増加

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 
 
ブラジル実務者回答： 

同じ引き出しの形状を有する電子複写機等の分野において、公然知られた意匠の繰り返

し連続する構成要素の単位の数を適宜増減させることは当業者にとってありふれた手法で

あるものと考えられる。 
 

【参考判断例３】 
“Toy Motorcycle” 

          

実物オートバイ

おもちゃ

転 用

※実際のアンケート
票では、この図とほ
ぼ同じ図を示して回
答を得た。
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ブラジル実務者回答：  
その意匠の属する分野において、おもちゃの形状を乗物の形状に模することは当業者に

とって商慣行上の転用であるものと考えられる。 
 
 
１０．３．意匠権設定後の運用 
 
（１）願書の記載と権利範囲 
 願書に記載した物品名(title of article)は権利範囲にどのように影響するかについて、ブ

ラジルの実務者は、物品名のみでは権利範囲は決定せず、他の要素が影響するとしている。

規則では、出願人は意匠の出願の分野ならびに名称を明示しなければならない(例えば名前

は「ボールペンに適用する構造」、出願の分野は「筆記用具」)が、権利範囲との関係につ

いては法では規定されていない。 
 
（２）登録意匠の権利範囲の判断例 
 
【参考判断例１】 
 下図のような化粧品用ケースについての意匠が意匠公報に掲載され、当該意匠が 1 つの

斜視図(写真)のみで表現されており、底面など開示されていない部分がある場合、登録意

匠の権利範囲をどのように考えるか、ブラジルの実務者に見解を求めたところ、以下のと

おりであった。 

       

【上方からの斜視図】

※実際のアンケート票では、
この図とほぼ同じ化粧品の写
真を示して回答を得た。

 

一枚の斜視図(写真)のみにより開示された意匠の例(化粧品用ケース) 
(Example of a design disclosed only by one perspective view (photograph) alone 

(cosmetic case)) 
 
ブラジル実務者回答１： 

一つの図面による出願は登録要件に反する。出願人は対象物を詳しく見ることのできる
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画像を提出すべきである。 
 
ブラジル実務者回答２： 

図面等で表現されていない部分がディスクレームされた権利とされる(見えていない若

しくは表されていない部分は権利から除かれている)。または、開示が不十分(1 図面での出

願は規定に違反、底面や背面など物品全体が開示されていない、蓋を閉じた状態が不明で

あり、意匠が特定できない)であり、権利が成立しないか、無効事由を含んだ権利である。 
 

（３）意匠の単一性 
 日本で認められる「一組の飲食用ナイフ、フォーク及びスプーンセット」についての組

物の意匠の例について、下図のように柄部の特徴的が共通するスプーン、フォーク、ナイ

フの意匠のセットを一意匠として出願をすることができるかについて、ブラジルの実務者

は、例えば物品名を「カトラリーセットに適用する形状」の一意匠として出願ができる。

要求事項として、出願内容はセットとしての意匠であると明記すると有効であるが、意匠

の一般的特徴についての説明は不要であるとしている。 

      

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

        
柄部の特徴的な意匠が共通するスプーン、フォーク、ナイフのセット 

(A set of a spoon、 folk and knife which share the distinctive design of the handle part) 
 
 セットもの又は組物の意匠権は、同じ物品で構成されるセットもの又は組物全体として

の実施及びセットものを構成するいずれかの物品単独の実施にも意匠権の効力が及ぶ。 
 
（４）変化する意匠 
 同実務者の見解では、以下の例のような変化する意匠について、ロボットと車を同一の

登録内で保護することはできない。同一の主な視覚的特徴を保つ単一対象物の変化形と認

めることができないからであると考えるとしている。また、意匠権の効力は、 初の形態

及び 後の形態にのみ意匠権の効力が及ぶとする見解もあった。 
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変化の前【ロボット】 変化の途中 変化の後【自動車】

※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 
 物品がその機能に基づいて変化する意匠の例(立体形状変形おもちゃ) 

(Example of designs for which the article changes based on its function 
(changing stereoscopic toy)) 

 
 同実務者は、以下のような変化する画像の意匠に対しては、変化する画像は一意匠とし

て認められ出願ができる。法律はまだ整備されていないが、上記のような一連の画像は単

一の画像であり、保護対象となると考える。 後の画像は 1 枚目、2 枚目、3 枚目の画像

と同一の主な特徴を保っていないため除外される可能性もあるとしている。 
 別の実務者は、ブラジルにおける、変化するグラフィック画像が意匠権で保護された実

例については認識していないが、1 つの意匠としては認められないのではないかと思われ

る。すなわち、画像の変化に連続性はあっても、各画像意匠は独立しており、別個に出願

をしなければならないのではないか。ただし、ブラジルにおいて、変化するグラフィック

画像が意匠保護された実例についても、また、そのような意匠の保護の範囲をどのように

解釈するかについても認識していないとしている。 
 また、以下の変化する画像の例の権利として、変化する一意匠としての特徴とともに個々

の画像の特徴も認めて登録されると考えられるものであるから、いずれかの画像に同一･

実質同一･類似するものがあれば権利が及ぶとしている。 
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初の画像 変化途中の画像 後の画像

アルバムを表示

メールを表示

時計を合わせる

カメラ

検索

設定 ※実際のアンケー
ト票では、この図
とほぼ同じ図を示
して回答を得た。

 

変化する画像についての意匠 
(Design containing changing graphic images) 

 
（５）意匠登録の無効 
 ブラジルには、方式審査あるいは実体審査において拒絶の理由にはなるが無効事由とは

ならない要件はない。ただし、ブラジルの実務者の見解として、方式規則に適合していな

い出願は拒絶され得るが、いったん登録されれば、産業財産法の規定を満たしているか否

かによって(仮に、産業財産の配下にある方式規則に適合していない場合でも)、無効とな

るかどうかは疑わしいとの意見もある。 
 異議申立は、INPI に対して登録後(公告後)に行う。 
 登録無効は、裁判所に対して申立てる。登録無効の事由となるのは、保護対象非該当、

新規性欠如、創作非容易性欠如、他人の先行出願による開示、公序良俗を害するおそれの

ある意匠、他人の業務に係る物品と混同のおそれのある意匠、物品の機能を確保するため

に不可欠な形状のみからなる意匠、独創性の欠如がある。 
 無効の判断において対象とされる先行意匠は、提示された先行意匠を中心に同一性の範

囲を認め、登録意匠がその範囲内に入っていれば無効事由があると考える。 
 
 
 判決例として次のものがある。 
 事例１： 
 無効訴訟 番号 2008.51.01.805451-9 において、ブラジルの玩具製造業Plaintiff 社が子

供用自動車に関する 2 件の工業意匠登録に対し異議を申立てた。1 つは車体に、もう 1 件

は大人が車を押す取手部分にかかるものであった。Plaintiff 社は問題の工業意匠が取手も

含め自社の以前の登録内容に酷似していると主張。INPI(被告の中の一当事者であった)な
らびに担当の裁判専門家による和解の申出があった後、裁判所は、問題の子供用自動車は

「異なる意匠と装飾的外形」を持つという見解を示した。Plaintiff社はこれに対し上告し、

第二巡回裁判所の第一上告審議会は原判決を覆した。報告担当判事は、問題の車は「外見
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を形作る基本的考え」がほぼ同一であるため、平均的な消費者は同一の会社の製品である

と確信するであろうと述べ、またこういった混乱は正に法が禁じているものであるとした。 
 事例２： 
 意匠登録DI5400029-7 は知財庁による行政無効手続によって無効宣言がなされた。しか

しこの意匠登録は裁判所において有効と判断された(事件番号 第 2004.51.01.520066-0) 
 事例３： 
 意匠登録 DI6500758-1 は裁判所における無効訴訟において、登録無効と宣言された(事
件番号 第 2007.51.01.800063-4) 
 
ブラジルにおいては、登録された意匠と特許を侵害しているとされる意匠の同一性もし

くは類似性の判断に関して、明確な傾向というものは見られない。これは通常、裁判官 (ま
た、時として裁判官に任命された技術的な専門家) の裁量によるものである。加えて、こ

のような裁判において従うべき指示などは出されない。しかしながら、登録が申請された

意匠と公知の意匠の間の同一性もしくは類似性に関しての知的財産事務所が行う分析は、

特許登録により保護される範囲に、ひいては特許侵害の有無についても大きな影響を及ぼ

す。 
 
知財庁(INPI)による登録された意匠と公知意匠との同一、類似を判断する傾向、無効審

判における同一・類似を判断する傾向と、裁判所が意匠権侵害事件において登録意匠と被

疑侵害品との同一、類似を判断する傾向に差異があるか否かについてブラジルの実務者に

回答を求めたところ、次のとおりであった。 
 

ブラジル実務者回答 
INPI が関わる争い (無効手続など) では、INPI(行政官庁) による意匠権比較に関する

判断と、司法 (法務官庁) の判決は比較的近い。ただし、侵害訴訟では、INPI が関与しな

いために、登録意匠と侵害を主張された意匠との間の独創性／類似性についての法廷の判

決は、無効に比べて技術的な面に踏み込まない傾向があり、判決は、訴訟対象製品の全般

的な外観、例えば「混同しやすさ」などにより重きをおいたものとなっている。 
 
 INPI に次の 2 つの判断例を示し、それぞれの判断例で示される登録意匠は先行する公

知意匠によって登録無効とされるか否かについて質問をしたところ、その回答は以下のと

おりであった。 
 
【判断例１】 
 意匠A、意匠B、意匠C はいずれも物品が「街路灯灯具本体」で同じであるが、意匠A、
意匠B 及び意匠C は互いに発光面(底面)の形状が異なるとともに、意匠C は発光円盤を中

心ポールに支持する支持体の数が異なる。また、図面はCG で作成されている。 
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登録意匠A235           公知意匠B236          公知意匠C237 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INPI 回答者回答： 

登録意匠Aは公知意匠Bあるいは公知意匠Cのいずれによっても登録無効とされうる。 
 
【判断例２】 
 意匠F 及び意匠G は物品が包装容器で同じであるが、意匠G は全体の形状底面の山形

部の数、凹部の位置が意匠F とやや異なる。 
 

                                            
235 意匠登録第 1365435 号(本意匠) 
236 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 
237 意匠登録第 1421163号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 

 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 【下方からの斜視図】 

      
意匠Aの使用状態の参考

リング下面が発光部となっている。 

中心に長尺のポールを取り付けて

使用する。 

【上方からの斜視図】
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登録意匠F238                    公知意匠G239 
      
INPI 回答者回答： 

登録意匠F は公知意匠G によって登録無効とされうる。 
 
 
１０．４．著作権との関係 
 
 意匠の保護対象は、法第 95 条に「工業の意匠は、物品の装飾的造形又は製品に利用す

ることができる線及び色彩の装飾的配置であって、その外形に新規かつ独創的な視覚的成

果をもたらし、工業生産のためのひな形にすることができるものは意匠とみなされる。」と

規定されている。 
 著作権の保護対象は、法第 7 条に「保護対象となる知的作品とは、著作者から精神的に

発せられ、何らかの手段又は物理的媒体により表され、有形無形の別を問わず、既知の又

は将来創作されるあらゆる創造物である。」と規定されており、次のものが挙げられている。 
1)文芸、美術的又は学術的著作物の内容 
2 )会議、演説、講演その他類似の著作物 
3 )演劇用及び楽劇用の著作物 
4)書面又はその他の形式により舞台での演技が決められている舞踊及びパントマイム 

(無声劇) の著作物 
5)楽曲 (音符の形式によるかどうかを問わない)  

                                            
238 意匠登録第 1373205 号(単独登録) 
239 意匠登録第 1409656 号(単独登録) 

【斜視図】 

 

【斜視図】 

 

【平面図】 
【平面図】 
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6)視聴覚著作物 (音声を伴うかどうかを問わない、映画の著作物を含む)  
7)写真の著作物及び類似の手法により制作された著作物 
8)素描、絵画、版画、彫刻、写真、石版画及びキネティックアート 
9)図解、地図及びその他同じ性質の著作物 

10)地理学、工学、地形学、建築学、景観学、遠近法学及び科学の主題に関する図面 (project)、
設計図及び美術作品 

11)新たな知的著作物として発表される原作物の翻案、翻訳及びその他の変形 
12)コンピュータプログラム 
13)編集物又は要約、選集、百科事典、辞書、データベース、並びにその内容の選別、順

序又は配置の面において知的創作物としての特徴を有するその他の著作物 
 
 ブラジルの実務者は、ブラジルの著作権法では、著作権保護が可能な著作物は、何らか

の手段によって表現された、あるいは何らかの媒介物によって固定された精神の創造物で

あり、有形無形を問わず、既知のものあるいは将来的に生産されるものであるとしている。

一方、工業意匠は工業意匠規則で次のように定義されている。「…物品の装飾的造形体又は

製品に利用することができる線及び色彩の装飾的配置であって、その外形に新規かつ独創

的な視覚的成果をもたらし、工業生産のためのひな形にすることができるものは意匠とみ

なされる。」(法第 95 条)著作権法が芸術および科学的な業績の保護を目的としているのに

対し、工業意匠は工業的環境により再生産できる造形体を対象としている。論理的には、

著作権で保護可能な業績と工業意匠は異なった特性を持っているため、ある業績を工業意

匠と著作権の対象として重複して保護することはできないし、別々の法律で保護すること

もできない。 
 また、別の実務者は、それぞれの権利による工業製品の保護の要件は、保護の範囲によ

って異なる。著作権の場合、ブラジル著作権法第 10 条(nº 9610/1998)が、科学分野では、

文学的／芸術的な形式の著作物には保護が与えられるが、科学的／芸術的な内容には保護

は及ばないと定めている(ただし、その他の規定によって、無形財産に対して認められた権

利を損なわないことを条件とする)。同様に、著作権法では、著作物において実現されるア

イデアの工業的／商業的利用に対する保護は除外される。意匠権については、産業財産法

第 98 条が、純粋に芸術的な性質を有する作品は意匠とみなさないと規定している。した

がって、ブラジルでは意匠権と著作権の併存はあると言える。ただし、それぞれの権利に

よる保護の範囲は国内法で明確にされているため、侵害された権利保護製品の側面に応じ

て、厳密な範囲の権利行使が、別々に行われるとしている。 
 
 
１０．５．意匠権侵害 
 
１０．５．１．意匠権侵害についての事例検討240 

                                            
240 知財庁は審査上、登録可否の観点から類否を見ているが、実務者は、侵害・非侵害となるか等効力範囲

の観点から類否を見ている。 
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 権利行使を行う場合、基礎となる意匠権における意匠の開示として、侵害が認められや

すい意匠の開示方法又は開示程度はどのようなものかについて、意匠を表現する方法は線

図による図面よりも写真又はCG の方が裁判所に容易に意匠を理解してもらえるので権利

行使の際には有利であるとするブラジルの実務者の意見もあった。 
 
 以下にブラジルの実務者が意匠権侵害について検討した結果を判断の参考例として示す。 
 
【参考判断例１】 
質問： 
下の意匠A、意匠B、意匠C はいずれも物品が「街路灯灯具本体」で同一であり、意匠

A は登録意匠で、意匠B、意匠C は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。登

録意匠A には対して、意匠B 及び意匠C は発光面(底面)の形状が異なるとともに、意匠C
は発光円盤を中心ポールに支持する支持体の数が異なりる。図面はCG で作成されている。

このとき、意匠B、意匠C は、登録意匠A の意匠権を侵害すると判断できるか。 
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登録意匠241A        第三者の実施意匠B242    第三者の実施意匠C243 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ブラジル実務者回答１： 
意匠B は登録意匠A の意匠権を侵害するが、意匠C は侵害しないと判断できる。 

 
ブラジル実務者回答２： 

意匠B 及び意匠C のいずれも登録意匠A の意匠権を侵害すると判断できる。ただし、

上記の例では、先行技術が開示されていないため、意匠A の保護の範囲を判断するのは容

易ではない。 
 

                                            
241 意匠登録第 1365435 号第(本意匠) 
242 意匠登録第 1365854 号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 
243 意匠登録第 1421163号(意匠登録第 1365435 号の関連登録) 

【上方からの斜視図】【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 

 

【上方からの斜視図】 

【下方からの斜視図】 【下方からの斜視図】 

       
登録意匠A の使用状態の参考

リング下面が発光部となっている。

中心に長尺のポールを取り付けて

使用する。 
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また、下記公知意匠を示した場合の意匠権の侵害に関して、ブラジルの実務者にヒアリ

ングを実施し、以下の見解を得た。 
 
質問 
侵害・非侵害を判断する審理の過程で、登録意匠A に対する以下の公知意匠が存在する

ことが判明した。公知意匠は意匠A の登録時の手続きでは考慮されていなかった。 
このとき、意匠B、意匠C は、登録意匠A の意匠権を侵害すると判断されるか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

公知意匠244 
 
ブラジル実務者回答１： 
意匠B と意匠C が登録されている登録意匠A の特許権を侵害していると主張すること

は可能である。意匠B と意匠C は、公知意匠にはない重要な特徴を登録意匠A と共有し

ているからである。中心にある円筒状の部分、またそこから外周に向かって伸びる 1 つあ

るいは複数の支えがそうである。しかしながら、公知意匠によって、登録意匠A の特許に

よって保護される範囲は狭まったということは、注目すべき重要な点である。 
 
ブラジル実務者回答 2： 
 侵害訴訟中に、被告または国選の専門家により、登録意匠A の独創性または新規性を否

定する先行技術文献が発見された場合、この情報や書類は裁判官により考慮され、訴訟は

退けられる。 
 
【参考判断例２】 
 質問： 

下の意匠D及び意匠Eはいずれも物品が郵便受箱で同一であり、意匠Dは登録意匠で、

意匠E は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠E は、前面

のカバー形状が登録意匠 D とやや異なる。このとき、意匠 E は、登録意匠 D の意匠権を

侵害すると判断できるか。 

                                            
244 意匠登録第 1350510 号(単独登録)    
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          登録意匠D245         第三者の実施意匠E246 

 
ブラジル実務者回答１： 

意匠E は登録意匠D の意匠権を侵害すると判断できる。 
 
ブラジル実務者回答２： 

意匠E は登録意匠D の意匠権を侵害すると判断できる。 
 
【参考判断例３】 
 質問： 

下の意匠F及び意匠Gはいずれも物品が包装容器で同一であり、意匠Fは登録意匠で、

意匠 G は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 G は、全

体の形状、底面の山形部の数、凹部の位置が登録意匠F とやや異なる。このとき、意匠G
は、登録意匠F の意匠権を侵害すると判断できるか。 

                                            
245 意匠登録第 1374144 号(本意匠) 
246 意匠登録第 1411875号(意匠登録第 1374144 号の関連登録) 

【斜視図】 【斜視図】 
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           登録意匠F247        第三者の実施意匠G248 
 
ブラジル実務者回答１： 

意匠G は登録意匠F の意匠権を侵害しないと判断できる。 
 
ブラジル実務者回答２： 

意匠G は登録意匠F の意匠権を侵害すると判断できる。 
 
また、下記公知意匠を示した場合の意匠権の侵害に関して、ブラジルの実務者にヒアリ

ングを実施し、以下の見解を得た。 
 

質問： 
侵害・非侵害を判断する審理の過程で、登録意匠F に対する下図の公知意匠が存在する

ことが判明た。公知意匠は意匠F の登録時の手続きでは考慮されなかった。 
このとき、意匠G は、登録意匠F の意匠権を侵害すると判断されるか。 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
247 意匠登録第 1373205 号(単独登録) 
248 意匠登録第 1409656 号(単独登録)   

【斜視図】 

 

【斜視図】 

 

【平面図】 【平面図】 
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公知意匠249 

 
ブラジル実務者回答１： 

公知意匠が存在する以上、登録されている意匠F に対する意匠G による特許権の侵害

はないと考える。逆に、意匠G が登録意匠F の特許権を侵害しているとの主張に対する抗

弁として、登録意匠F の登録特許は公知意匠をも包含しており、ゆえにその特許は無効で

あると主張できる可能性がある。 
 
ブラジル実務者回答２： 

侵害訴訟中に、被告または国選の専門家により、登録意匠F の独創性または新規性を否

定する先行技術文献が発見された場合、この情報や書類は裁判官により考慮され、訴訟は

退けられる。 
 
【参考判断例４】 
 質問： 

下の意匠H 及び意匠 I はいずれも物品が歯科用回転器具で同一であり、意匠H は登録

意匠で、意匠 I は第三者が製造・販売をしている意匠であるとする。第三者の実施意匠 I は
側部に、登録意匠 H にはない二重の輪状模様が付されている。このとき、実施意匠 I は、

登録意匠H の意匠権を侵害すると判断できるか。なお、意匠に係る物品である「歯科用回

転器具」は、人工歯の形態を研削して修整するためのものであり、歯科用電気エンジン又

は歯科用ハンドピースに装着して回転させながら使われるものである。また、本器具は軸

対象に加工されている。 
 

                                            
249 意匠登録第 1314199 号(単独登録)   

 【斜視図】 

【平面図】 
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登録意匠H250         第三者の実施意匠 I251 
 
ブラジル実務者回答１： 
  意匠 I は登録意匠H の意匠権を侵害すると判断できる。 
 
ブラジル実務者回答２： 
  意匠 I は登録意匠H の意匠権を侵害すると判断できる。 
 
１０．５．２．意匠権侵害の救済 
 
 INPI は、意匠に係る物品に対する直接侵害に該当する行為として、製造、譲渡、貸渡

し、輸出、輸入、譲渡若しくは貸渡しの申出を挙げ、間接侵害に該当する行為として、業

として、登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡

等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為を挙げている。 
 ブラジルの実務者の見解として次のものがある。画像意匠についても同様の行為が直接

侵害に該当する。販売、販売のための展示または提供、在庫としての保管、経済的な目的

で使用するための秘匿または受理なども、直接侵害となる。 
 間接侵害について、ブラジルの実務者は、業として登録意匠又はこれに類似する意匠に

係る物品の製造にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為、

及び登録意匠又はこれに類似する意匠に係る物品を業としての譲渡、貸渡し又は輸出のた

めに所持する行為が該当するとしている。ブラジルの法律では、間接侵害は特許のみで、

意匠については想定していないとする見解もある。 
 

                                            
250 登録意匠第 1377111号(本意匠) 
251 登録意匠第 1377517 号(意匠登録第 1377111 号の関連登録) 

【正面図】 

  

【正面図】 
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法第 42 条 
特許はその権利所有者に対して、第三者がその同意を得ることなく次に掲げるものを

生産し、使用し、販売の申出をし、販売し又はそれらの目的で輸入することを阻止す

る権利を与える。 
 (I) 特許の対象である製品 
 (II) 特許された方法又はその方法により直接得られた製品 
  (1) 更に、特許所有者には、第三者が本条にいう行為を他人が行うのを援助する

ことを阻止する権利が与えられる。 
  (2) (II)にいう方法特許の権利は、製品の所有者が、特定の司法決定を通じ、その

製品を特許により保護されている方法とは異なる製造方法によって取得した

ことを証明しなかったときは、侵害されたものとみなされる。 

 
 ブラジルの実務者によれば、権利保有者は、侵害に対する救済行為を裁判所に求めるこ

とが多い。特にブラジルの判事は差し止めと言う救済命令ができ、これは通常、侵害に対

し即効性があるからである。工業意匠の侵害は犯罪であるが、警察がそれに対抗できる力

は小さい。こうした犯罪に対する捜査や告発は被害者からの請求に依存するためである。

例えば、捜査および差押えの手続きは警察の職権で行うことはできない。特許および登録

商標法では公的な無効化手続きについて定めているが、INPI が出す決定は登録の無効を

宣言するのみである。INPI は侵害の差し止めについていかなる権限も持たない。 
 救済機関としての裁判所、警察、知的財産権庁のメリット、デメリットは以下のとおり

である。ただし、ブラジルの実務者は、意匠が扱われた事件は 1 件のみで、その判断につ

いて意見はないが、いずれにしてもこのような問題は行政機関(CADE)ではなく、裁判所

で扱われるものであると理解しているとしている。 
 

 メリット デメリット 
裁判所 ブラジルの裁判費用は比較的安い

(特に他国との比較において)。判事に

よる差し止め命令は侵害に対し即効

性がある傾向がある。 

手続き全体に非常に時間がかかる。

平均して訴訟は通常完了まで４～５

年かかる。リオ・デ・ジャネイロ、サ

ンパウロおよびリオ・グランデ・ド・

スル以外の裁判所では、判事が知的財

産を含む訴訟の知識や経験に乏しい。

警察 警察が行う手続きは無料。警察には

概して侵害者が恐れを抱くだけの強

制的な力がある。 

警察にはこの種の犯罪に対する職

務的権限がない。 
警察官は権力乱用批判を受ける可

能性を避けるためこの種の犯罪への

取り組みは非常にためらいがちであ

る。 
知的財産

権庁

 行政的な無効手続きは単純で比較

的低料金である。関与する第三者が異

INPI は侵害行為に対する法的な差

し止め権限を何ら持たない。 
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(INPI)252 議を出すことで手続きが開始する。

INPI は手続きの開始を官報で告知

し、所有者に 60 日間見解を出す猶予

を与える。その後、INPI 長官により

手続きが決定される。この決定に対し

不服申立てはできない。 

 
 意匠権の民事的救済として請求できるのは、差止請求、損害賠償その他金銭的請求、侵

害品の破棄、侵害に供した設備の除去の請求などである。これらの措置はブラジルの法律

で認められているが、個別の事件や裁判官／裁判官の判断に大きく左右される。また、意

匠権の侵害は刑事罰の対象とされ、罰金刑と懲役刑の併科刑がある。特許および登録商標

法における罰則は、罰金あるいは労働を伴う懲役とされている。罰金は刑法が一日あたり

の罰金を定めているため侵害者の平均日給に基づき算出され、違反者の収入によって 10
日から360日の範囲である。一日あたりの罰金限度額は国の 低賃金によって算出される。

それがブラジルで得ることのできる 低賃金だからである。このことから、一日あたりの

罰金は 低賃金の 30 分の 1 から 5 倍までの範囲とされる。ゆえに侵害者は 低賃金の 3
分の 1( 低罰金は 10 日分であるため)から 1800 倍(5×360)の支払いを命じられることと

なる。違反者が高額所得者で 高罰金に懲罰的効果が薄い場合、刑法で判事が 高罰金の

3 倍までの支払いを侵害者に課すことができる。つまり 低賃金の 5400 倍である。2014
年 1 月 3 日現在、 低賃金は 724.00 レアル(約 300.00 米ドル)である。懲役の場合、違反

者は準開放型あるいは開放型刑務所に収監される。どちらでも囚人は刑務所内外で労働ま

たは勉強をすることができるが、就寝は刑務所内でなければならない。開放型は準開放型

より柔軟であり、前者において囚人が入る施設はセキュリティが低くなっている。ただし、

ブラジルにおける登録意匠侵害に対する罰則は、1～3 か月の禁固、または罰金であるが、

禁錮の期間を考えると、侵害の罰として刑務所へ行く可能性は低い。 
 
 意匠権侵害訴訟に至るまでの一般的な当事者間におけるやりとりは、意匠権利者が、侵

害行為の中止、損害賠償の請求などを記載した警告状と意匠公報を内容証明郵便で、被疑

侵害者宛に送付し、被疑侵害者は意匠権を侵害していないことの理由を記載した回答書を

送付したり、権利行使を行うことが相手方に知られることを避けるために、意匠権者は警

告状を送付することなく被疑侵害者を裁判所に提訴するか警察に告訴したりする。ブラジ

ルでは両方の方法とも可能であり、案件に適用する法的方略によって変わってくる。通常

は、権利保有者が侵害者に警告書を送り、後者が問題の違反行為を認めない場合に訴訟に

持ち込まれる。 
 意匠権侵害に対して救済を求めて争う場合、民事訴訟で争う場合と刑事訴訟とする場合

のメリット、デメリットは以下のとおりである。 
 
                                            
252 ブラジルの実務者による回答でるあるが、ここでは INPI における無効手続きも意匠権侵害の救済措置と

解釈している。質問趣旨と異なる回答であるがそのまま記載した。 
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 メリット デメリット 

 
民事訴訟 

 

 損害賠償金が得られ、侵害を止める

ことができる。 
 民事裁判所の判決は刑事裁判の判

決よりも効果的といえる。 

 判決が侵害と損害があったことを

認めても、違反者が現金も自分名義

の財産も持たないために権利保有者

には一銭も支払われないことがあ

る。 

 
刑事訴訟 

 

 刑務所に入ることは、通常は恐れら

れるものである。 
 有罪となった場合、その情報は本人

の犯罪履歴として記録され社会的な

負い目となりうる。 

 損害賠償金を得ることも、侵害行

為の差止判決を得ることもできな

い。 
 知的財産に対する犯罪には刑事判

決に情状酌量の余地が与えられる。

犯罪行為の損害賠償を支払う義務は

ない。 

 
 権利行使を行う場合、基礎となる意匠権における意匠の開示として侵害が認められやす

い意匠の開示方法又は開示程度はケースバイケースになると思われる。一般的には、意匠

の技術的詳細を可能な限り提供することは重要であり、こうした情報によって判事や裁判

所の専門家が侵害をよく理解できるようになる。また、裁判所に専門家でない者(例えば判

事など)が問題の技術を理解できる情報を提供することは望ましく、例えば元の製品と侵害

している製品のサンプルを判事に提出するのは大変有効である。そのようにして情報が提

供されれば、通常、侵害についての評価は問題の意匠が消費者に混乱をもたらす可能性に

ついて確認するだけで済む。 
 ブラジルの実務者の経験によると、意匠侵害の争いが和解で解決されず訴訟に至る主な

理由は以下の二つある。 
 1)損害賠償金額又は実施料について当事者間で合意が得られなかった場合。 
 2)被疑侵害者が意匠権者の意匠を侵害していないと確信しているか又は意匠が無効であ

ると確信をしている場合。 
 
知財庁と裁判所の意匠権に関する判断の傾向に関して、ブラジルの実務者から以下の見

解を得ている。知財庁や裁判所 (税関はこのような分析には加わらない) による同一性もし

くは類似性に関する判断においては、従来の技術に照らし合わせて類似した特徴が多けれ

ば多いほど、保護の範囲にはより制限が課されるという傾向がある。 
 
１０．５．３．意匠権侵害に関する判例 
 
 比較的よく起こる訴訟は直接侵害に関するものや登録済の意匠の無効を訴えるもので、

先行する意匠についての情報に基づいたものである。 
 意匠の保護対象に該当するかが争われた事件があり、Must Match 修理用部品の形態は、

技術及び機能の見地から不可欠とみなされる形状なので法第100条1項2号より登録され
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ないと判示した(2010.51.01.809326-0、リオ・デ・ジャネイロ連邦裁判所【第一審】)。 
 意匠登録DI6100243-7 についての侵害訴訟(事件番号 第 01162342920018190001)では、

裁判所は、色彩は非侵害立証するのに十分ではないとの判断を下した。 
 アイコン、ロゴ、画像(graphic image)、模様などの 2 次元的意匠権に関する判例はこれ

までない。 
 なお、INPI は、判決例が法律や審査基準などに影響を与えることはないとしている。 
 
 
１０．６．税関・警察等での取締り 
 
（１）税関は連邦収税局の管理下に属するが、国境管理は連邦警察が管轄する。 
 
（２）税関は、職権により又は利害関係人からの請求に基づき、偽造、改作又は模造され

た標章又は虚偽の出所表示がされている製品を通関の際に差押えることができると定めて

いる(法第 198 条)。本条は法第 7 章通則に規定されているため意匠権の侵害品にも適用が

あるものと解される。 
 
（３）また、産業財産権に関する刑事訴訟並びに捜査及び押収の予備手続きは、法第 7 章

の条文による変更を加えたうえで、刑事訴訟法の規定に規制される(法第 200 条)。 
 
（４）ブラジル税関は、TRIPS 協定の第 52 条および第 58 条について非常に狭い解釈を

している。ブラジル税関規定 (Decree 6.759/2009) によれば、税関が措置をとる対象は商

標に限られ、特許や意匠は含まれていない。ただし、権利者が、その意匠権を侵害してい

る製品がブラジルに輸送されていることを知った場合は、輸入者に対し、あるいはブラジ

ル税関に対してでも侵害訴訟を申請し、法廷に禁止命令を承諾するよう求めることが可能

であり、その場合、当該製品は差押えられる。 
 
（５）製品が法廷の命令により差押えられる場合、通常、原告/意匠所有者が要求し、法廷

が認めるのは、その製品の破棄である。 
 
（６）執行者として、意匠登録権利者のみが、予防措置として権利を侵害しているとされ

る製品の差押え、もしくは没収を要請することができる。侵害が 終的に確認されるまで

誰がその物品を保持するかは裁判官の裁量による。ブラジルにおける判例によれば、必ず

しも意匠登録権利者ではなく、権利を侵害した者が、その物品を保持するようにと言い渡

される場合もありえる 
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１０．７．その他 
 
 ブラジルでは公共機関は先行意匠調査サービスを行っていないが、民間の調査会社はあ

る。 
 意匠権侵害訴訟や無効手続において使用する証拠収集のための、侵害品の特定や調査、

無効事由調査について、民間の法律事務所や調査機関に制限はない。 
 
 海外出願人からの直接代理を行う代理人を推薦する機関としてブラジル知的財産権代理

人協会(ABAPI253)がある。ABAPI は、日本の出願人の代理を務められるブラジルの代理

人の完全なリストを有している。現地事務所の中には日本語での意匠事件訴訟に対応でき

る日本デスクを設置して日本語での意匠事件の訴訟に対応できるよう取り組んでいる法律

事務所もある。 
 代理人の業務については、INPI による 1998 年 8 月 25 日付、産業財産に関する代理人

業務の職業行為についての規則、基準規則 142 条がある。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
253  http://www.abapi.org.br/( 終アクセス日：2014年 2月 16日) 
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