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１０. ブラジル 
 

 

（１） 認証・証明マークに関する特別な保護制度の概要 

 

証明標章制度により保護される。 

 

（ⅰ） 定義 

 

知的財産権法第123条（Ⅱ）に下記のとおり定義されている。 

 

知的財産権法第123条： 

本法の適用上、次に掲げる定義が適用される。 

(II) 証明標章：ある製品又はサービスが、品質、特性、使用した原料及び方法等に関し、一定の

技術的基準又は規格と合致していることを証明するために使用される標章 

 

（ⅱ） 証明商標の識別性に関する特別の規定 

 

上記定義規定以外に、特別の規定は存在しない。 

 

（ⅲ） 主体要件 

 

・自然人、又は公法若しくは私法に基づく法人（第128条） 

・証明標章については、証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工業的利害関係を

有していない法人に限り、その登録出願をすることができる（第128条(3)）。 

 

（ⅳ） 証明標章の出願時に必要な提出書類 

 

証明標章の登録出願には、次に掲げる事項を記載しなければならない（第148条）。 

・証明の対象とする製品又はサービスの特徴（第148条(Ⅰ)） 

・標章所有者が採用する予定の管理措置（第148条（Ⅱ）） 

 

（ⅴ） 使用規則の取り扱い 

 

1) 規則に記載すべき項目（商標マニュアル5.15） 

・証明の対象となる商品又は役務の特徴。商品又は役務の種類、品質、性質、使用材料、製造［方

法］、又はサービスの提供［方法］について、特に出願人が重要だと考える事柄を説明すること。 

・証明の対象となる商品又は役務について規定する特定の法律、規則又は技術仕様がある場合には、

製法に添付する必要がある。 

・証明の対象となる商品又は役務が基準に一致していることを証明するために、商標権者が用いる

管理措置、ならびに、不適切な商標の使用の場合の制裁 

2) 規則の審査 

明確な規定はない。 

3) 規則の公開 

明確な規定はない。 

 

（ⅵ） 証明標章に係る権利の効力、第三者の正当な使用に対する調整規定 

 

いずれも通常商標と同じである。 

 

（ⅶ） 商標権者自身の使用の可否 

 

使用できない。証明標章については、証明の対象とする製品又はサービスに直接の商業的又は工業
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的利害関係を有していない法人に限り、その登録出願をすることができる。第128条(3)）。 

 

（ⅷ） 商標権者の管理義務違反 

 

使用規約に規定したものとは異なる条件の下で標章が使用されたことは消滅事由となる（第151条

（Ⅱ））。 

 

（ⅸ） 許諾によりマークを使用する者の取り扱い、不使用取消し 

 

1) 許諾によりマークを使用する者を使用権者とみなす旨の規定、法定の実施権等の規定はない。

なお、証明標章を使用するためにはライセンスを必要とせず、使用規約中に記載されている使

用許可をもって足りるものとされている（第150条） 

2) 許諾によりマークを使用する者は、損害賠償訴訟を提起できると解される。 

3) 権利者が提起した損損害賠償訴訟において、許諾によりマークを使用者する者の損害が勘案さ

れると解される。 

4) 許諾によるマークを使用する者の使用によって、登録商標の不使用取消しを免れると解される。

許諾によりマークを使用する者による使用が、不使用取消に対する有効な反論となる。 

 

（ⅹ） 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

 

通常商標と同一である。 

 

（ⅺ） 出願料、更新料 

 

通常商標と同一である。 

出願料: R$ 415.00、登録料: R$ 745.00、更新料: R$ 1,065.00 

 

 

（２） 地理的表示のみ・品質表示のみからなる商標を証明標章として登録する場合の考え方 

 

（ⅰ） 商標法における地理的表示に関する特別な取扱い 

 

地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造、又は地理的表示であると誤認させる虞が

ある標識は登録することができない（第124条(IX)）。 

 

（ⅱ） 記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由とその例外規定 

 

識別の対象とする製品又はサービスに関連する、一般的な、必然的な、共通の、通常の、若しくは

単に説明的性格の標識、又は製品若しくはサービスについて、その性質、原産国、重量、価格、品質

及び製品の生産若しくはサービス提供の時期に係わる特徴を示すために通常使用される標識は登録

することができない。ただし、十分に識別的形状を具えているものを除く（第124条(VI)）。 

 

（ⅲ） 証明商標の記述的商標（品質、地名）に関する絶対的拒絶理由の例外 

 

規定なし。 

 

（ⅳ） 記述的商標（品質、地名）について、証明商標であれば登録を認める場合に特有の識別性の

考え方 

 

該当なし。 
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（３） 独自の地理的表示保護制度及び両者の関係 
 

（ⅰ） 独自の地理的表示保護制度 

 

知的財産権法 第4章 地理的表示（第176-182条） 

 

（ⅱ） 商標法における調整規定 

 

規定なし 

 

（ⅲ） 独自の地理的表示保護制度における調整規定 

 

規定なし 
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海外質問票調査（証明商標）⑩ブラジル 
 
1. 商標法（商標制度を規定した産業財産権法）における「認証・証明マー

ク」の保護 

貴国において、「認証・証明マーク」を保護し得る商標制度（証明商標制度

又はその他の「認証・証明マーク」を保護し得る制度）の詳細について、

下記項目ごとにご回答ください。 

  

1-1. 定義・規定等の関連条文について 

(1) 貴国の証明商標制度（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商

標制度）の定義・規定の条文は、下記の通りと理解していますが、その認

識で正しいでしょうか。また、不足があれば補足ください。 

(2) 政令、審査基準等でより具体的に記述されている項目については、そ

の内容について、追加で記入ください。 

 

表1. 証明商標制度に関する定義・規定等（Law No. 9.279/96, IP Law ("LPI")） 

 項目 条文・規定等 

1 
証明商標の定

義 

第123条 
本法の適用上，次に掲げる定義が適用され

る。 
(I) 略 
(II) 証明標章：ある製品又はサービスが，品

質，特性，使用した原料及び方法等に関し，

一定の技術的基準又は規格と合致している

ことを証明するために使用される標章 
(III) 略 
 
商標マニュアル2.2も参照 

2 

証明商標の保

護対象に関す

る特別な規定 

規定なし 

3 
出願人の主体

要件 

第128条 
自然人，又は公法若しくは私法に基づく法人

は，標章登録出願をすることができる。 
(1)(2) 略 
(3) 証明標章については，証明の対象とする

製品又はサービスに直接の商業的又は工業

的利害関係を有していない法人に限り，その

登録出願をすることができる。 
(4) 略 

4 

出願時に必要

な 

提出書類 

第148条 
証明標章の登録出願には，次に掲げる事項を

記載しなければならない。 
(I) 証明の対象とする製品又はサービスの特

徴，及び 
(II) 標章所有者が採用する予定の管理措置 
補項 (I)及び(II)にいう書類を出願時に提出

しない場合は，60 日の期間内に提出しなけ

ればならない。提出がないときは，その出願

は 終的に却下される。 

5 

使用規則に 

記載すべき項

目 

ブラジルの産業財産法およびブラジル特許

商標庁は、使用規則において記載すべき項目

について規定していない。これは、出願人の

裁量の問題とされる。もっとも、出願人は、

証明の対象とする商品または役務の特徴、お

よび、登録者が採用する予定の管理措置につ

いて記載すべきである。 

6 

出願の審査 

(1) 概要（原

則） 

第158条 
出願が受理されたときには，その出願は公告

されるものとし，その後の60日の期間内に，

異議申立をすることができる。 
(1) 異議申立があったときは，出願人に通知

するものとし，出願人は60日の期間内に意見

書を提出することができる。 
(2) 第124条(XXIII)又は第126条を根拠とする

異議申立，行政上の無効手続及び司法上の無

効手続は，その提起日から60日以内に，本法

による登録出願が第124 条(XXIII)又は第126
条に基づくものであることを証明しない限

り，考慮されない。 
 
第159条 
異議申立期間が経過した後に，又は異議申立

があったときは意見書提出が認められた期

間の終了時に審査が行われるものとし，その

過程で要求が定められ，それに対する回答を

60日の期間内に提出することが求められる。

(1) 前記の要求についての回答が行われなか

ったときは，出願は， 終的に取り下げられ

たものとみなされる。 
(2) 回答が行われた場合は，要求が満たされ

ていないか又は要求の設定に反論がされて

いる場合であっても，審査は続行される。 

7

出願の審査 

(2) 使用規則

の内容につい

て審査・品質

に関する審査 

第148条 
証明標章の登録出願には，次に掲げる事項を

記載しなければならない。 
(I) 証明の対象とする製品又はサービスの特

徴，及び 
(II) 標章所有者が採用する予定の管理措置 
補項 (I)及び(II)にいう書類を出願時に提出

しない場合は，60 日の期間内に提出しなけ

ればならない。提出がないときは，その出願

は 終的に却下される。 
 
第149条 
使用規約の変更については，すべての変更条

件を記載した正式の申請書をもって，INPIに
届け出なければならない。届け出がないとき

は，その変更は考慮されない。 
 
第150条 
団体標章及び証明標章を使用するためには

ライセンスを必要とせず，使用規約中に記載

されている使用許可をもって足りるものと

する。 
 
第154条 
過去に使用され，かつ，その登録が消滅させ

られた団体標章及び証明標章は，その登録の

消滅から5年が経過するまでは，第三者の名

義で登録を受けることができない。 
 
商標マニュアル5.15: 
「（前略）証明商標の出願人は、以下を含む書

類を提出しなければならない。 
- 証明の対象となる商品または役務の特徴。

商品または役務の種類、品質、性質、使用

材料、製造［方法］、またはサービスの提供

［方法］について、特に出願人が重要だと

考える事柄を説明すること。証明の対象と

なる商品又は役務について規定する特定

の法律、規則又は技術仕様がある場合に

は、製法に添付する必要がある。 
- 証明の対象となる商品または役務が基準

に一致していることを証明するために、商標

権者が用いる管理措置、ならびに、不適切な

商標の使用の場合の制裁。（後略）」 

8

登録要件 

(1) 主体的要

件 

3参照 

9
登録要件 

(2) 使用規則 
7参照 

10

登録要件 

(3) 標章についての拒絶理由 

(3-1) 通常商標にも適用される原則規定 

(a) 絶対的拒

絶理由 

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
(I) ブラジル，外国又は国際機関の公の盾，紋

章，メダル，旗章，記章，記念物，又はそれ

らの名称，図形若しくは模造 
(II) 単独の形での文字，数字及び日付。ただ

し，十分に識別的形状を具えているものを

除く。 
(III) 語句，形象又は図形その他の標識であっ

て，道徳若しくは品位の基準に反するか，又

は他人の名誉若しくは印象を害するか，又

は良心，信条，信仰の自由若しくは尊敬及び

崇拝に値する思想及び感情を損なうもの 
(IV) 公共の団体又は機関の名称又はイニシ
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ャルであって，当該団体又は機関それ自体

によって登録申請がされていないもの 
(V) 第三者に属する組織又は企業の名称に

係わる特徴的又は識別的要素の複製又は模

造であって，その識別的標識との誤認又は

混同を生じさせる虞があるもの 
(VI) 識別の対象とする製品又はサービスに

関連する，一般的な，必然的な，共通の，通

常の，若しくは単に説明的性格の標識，又は

製品若しくはサービスについて，その性質，

原産国，重量，価格，品質及び製品の生産若

しくはサービス提供の時期に係わる特徴を

示すために通常使用される標識。ただし，十

分に識別的形状を具えているものを除く。 
(VII) 単に宣伝手段としてのみ用いられる標

識又は文言 
(VIII) 色彩及びその名称。ただし，独特でか

つ識別的方法により配置又は結合されてい

るものを除く。 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる

虞があるその模造，又は地理的表示である

と誤認させる虞がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又はサービ

スに関し，その原産地，出所，性質，品質又

は用途について，虚偽の表示となる標識 
(XI) 何れかの種類又は性質の基準を保証す

るために正規に使用される公の印章の複製

又は模造 
(XII) 第154条の規定に従って第三者が団体

標章又は証明標章として登録している標識

の複製又は模造 
(XIII) 公の又は公に認められた運動，芸術，

文化，社会，政治，経済又は技術に係る行事

の名称，賞牌又は表象，及びその模造であっ

て，誤認を生じさせる虞があるもの。ただ

し，その行事を推進する管轄の機関又は団

体の許可を得ている場合を除く。 
(XIV) 連邦，州，連邦区，地方自治区，自治

体又は外国の権利書，保険証書，硬貨及び紙

幣の複製又は模造 
(XV) 第三者の個人名若しくはその署名，姓，

父称の名又は肖像。ただし，その所有者，相

続人又は承継人の同意を得ている場合を除

く。 
(XVI) 著名な雅号又は愛称，個人又は団体の

芸術上の名称。ただし，その所有者，相続人

又は承継人の同意を得ている場合を除く。 
(XVII) 文学，芸術又は科学の著作物，並びに

その題名であって，著作権によって保護さ

れており，かつ，混同又は関連の虞があるも

の。ただし，それに係わる著作者又は権利所

有者の承諾を得ている場合を除く。 
(XVIII) 識別対象とする製品又はサービスに

関連する産業，科学及び技術において使用

されている技術用語 
(XIX) 同一，類似又は同種の製品又はサービ

スを識別若しくは証明するために他人が登

録している標章の全部又は一部，更に付加

があればそれを含めて複製若しくは模造し

たものであって，他人の標章と混同又は関

連を生じさせる虞があるもの。 
(XX) 同一所有者が同一の製品又はサービス

に関して有する二重標章。ただし，同じ種類

の標章の場合，識別することができる形状

を具えているときを除く。 
(XXI) 製品若しくは包装に係わる必然的な，

共通の若しくは通常の形状，又は技術的効

果の観点から不可欠な形状 
(XXII) 他人の意匠登録によって保護されて

いる対象 
(XXIII) 出願人が事業活動上当然に知ってい

る筈の標章であり，かつ，ブラジル国内又は

ブラジルが条約を締結しているか若しくは

相互主義の待遇を保証している国に本拠又

は住所を有する者の所有に係わるものの全

部又は一部を模造し又は複製した標識。た

だし，この規定は，その標章が，同一，類似

又は同種の製品又はサービスを識別するた

めのものであり，前記他人の標章との間で

混同又は関連を生じさせる虞があることを

条件とする。 
 
商標マニュアル 5.9.も参照 

(b) 絶対的拒絶

理由の例外（使

用等による識別

性の獲得等） 

ブラジル特許商標庁は、識別性の獲得という

ことを抗弁の主張として認めていない。 

(c) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由 

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる

虞があるその模造，又は地理的表示である

と誤認させる虞がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又はサービ

スに関し，その原産地，出所，性質，品質又

は用途について，虚偽の表示となる標識 
 
商標マニュアル 5.11.9も参照。 

(d) 地理的表示

を含む商標につ

いての特別な拒

絶理由(c)の例

外 

規定なし 

(3-2) 証明商標に関する特則 

(a) 証明商標の

識別性に関する

規定 

通常の商標と同じ条文が適用される。 

(b) 証明商標に

特有の拒絶理由

第124条 
次に掲げるものは，標章としての登録を受け

ることができない。 
 
(XII) 第154条の規定に従って第三者が団体

標章又は証明標章として登録している標識

の複製又は模造 
 
商標マニュアル 5.9も参照。 

(c) 証明商標に

特有の拒絶理由

(b)の例外 

規定なし 

(d)その他の特

則 
規定なし 

11 使用規則の公開 規定なし 

12

審査における使

用規則等につい

ての関係省庁へ

の照会 

規定なし 

13 権利の効力 

通常の商標と同じ条文が適用される。 
第129条 
標章の所有権は，本法の規定による有効な登

録をすることによって取得され，団体標章及

び証明標章に関しては第147条及び第148条
の規定に従った所有者には，国内全域におけ

る排他的使用が保証される。 
(1) 優先日又は出願日に，ブラジル国内にお

いて少なくとも6月間，同一，類似又は同種の

商品又はサービスを識別又は証明するため

に，同一又は類似の標章を善意で使用してい

た者 
は，登録についての優先の権利を有するもの

とする。 
(2) 当該優先の権利は，標章の使用に直接に

関連している事業若しくは会社又はその一

部と共にする場合にのみ，譲渡又はリースに

より，移転することができる。 
 
第130条 
標章についての登録所有者又は出願人は，次

に掲げる事項についての権利も保有する。 
(I) 自己の登録又は登録出願を移転させるこ

と 
(II) 標章のライセンスを許諾すること 
(III) 標章の本質的な信頼性又は名声を守る

こと 
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第131条 
本法によって与えられる保護は，標章所有者

の事業活動に係わる文書，印刷物，広告及び

書類への標章の使用にも及ぶものとする。 
 
商標権者は、第三者がその商標を記述的な形

式で使用するのを防止することができる。 

14 

許諾によりマー

クを使用する者

は使用権者であ

るか。 

法定の実施権が

規定されている

か。 

そのようなことはない。許諾によりマークを

使用する者は、許諾による使用者にすぎな

い。 

15 

許諾によりマー

クを使用する者

が損害賠償訴訟

を提起できる

か。 

提起できる 

16 

権利者が提起し

た損損害賠償訴

訟において、許

諾によりマーク

を使用者する者

の損害が勘案さ

れるか。 

勘案される 

17 

通常使用権者と

許諾によるマー

クを使用する者

の権利との間に

相違があるか。 

使用権者（licensee）は、ライセンス契約の

中で規定されたかたちで、上記マークの利用

に関連した全ての権利を有する。許諾により

マークを使用する者（authorized user）は、商

品または役務が上記証明の品質基準に達し

ていることを示すために、当該マークを使用

できるにすぎない。 
許諾によりマークを使用する者（authorized 

user）は、使用権者l（licensee）になることは

できない。この者は、証明の対象となる商品

または役務について、直接の商業上または工

業上の利害を有しているからである。 

18 

第三者の正当な

使用に対する調

整規定 

第132条 
標章所有者は，次に掲げる行為をしてはなら

ない。 
(I) 商人又は販売業者が，製品の販売又はそ

の促進のために，識別性を有するその者自身

の標識を製品の標章と共に使用することを

阻止すること 
(II) 付属部品の製造業者が，製品の用途を表

示するために標章を使用することを妨げる

こと。 
ただし，この規定は，製造業者が公正な競争

慣行に従うことを条件とする。 
(III) 第68条(3)及び(4)の規定を除いて，標章

の所有者により又はその同意を得た他人に

より国内市場に出された製品について，その

自由な流通を妨げること 
(IV) 講演，学術若しくは文芸的作品，又はそ

の他の出版物において，標章に言及するのを

妨げること。ただし，この規定は，前記の言

及が商業的な含意なしに，かつ，標章の識別

性を害することなく行われることを条件と

する。 

19 
商標権者自身の

使用の可否 

標章の所有権者がそのマークを使用するこ

とは許されていない。 
 
第128条 
(3) 証明標章については，証明の対象とする

製品又はサービスに直接の商業的又は工業

的利害関係を有していない法人に限り，その

登録出願をすることができる。 

20 

商標権者の管理

義務違反への制

裁、取り消し事

由 

第151条 
団体標章又は証明標章の登録は，第142条に

規定した消滅事由に加え，次の場合にも消滅

する。 
(I) それに係わる団体が存在しなくなったこ

と，又は 
(II) 使用規約に規定したものとは異なる条

件の下で標章が使用されたこと 

21

許諾によるマー

クを使用する者

の使用によっ

て、登録商標の

不使用取消しを

免れるか。 

免れることができる。マークは権利者によっ

て直接使用されないので、許諾によりマーク

を使用する者による使用が、不使用取消に対

する有効な反論となる。 

22
出願料・登録

料・更新料 

出願料: R$ 415.00 
登録料: R$ 745.00 
更新料: R$ 1,065.00 

 

(3) 証明商標のみならず、その他の商標によっても、「認証・証明マーク」

の保護が受けられる場合、その商標制度（通常商標、団体商標、その他の

商標）について記載ください。その旨が明示的に規定されている条文があ

る場合、条文番号および条文内容を教えてください。 

 

回答：証明商標は、証明商標としての保護だけを受けることができる。 

 

1-2. 証明商標出願で取得する商品・役務の区分 

(1) 貴国の証明商標（あるいは「認証・証明マーク」を保護し得る商標制

度）の登録区分について、通常商標、団体商標との違いはあるでしょうか。

違いがある場合は、証明商標の登録区分について、教えてください。 

 

回答：違いはない。登録区分は同一である。 

 

(2) 貴国において、証明商標の権利者は、その認証・証明マークが貼られ

て使用される商品・役務の全てを権利として取得し、保有するものである

か。 

 

回答：そうではない。権利者は、商品が所定の基準を満たしていることを

証明する権利を獲得するものである。 

 

(3) 国際分類表（アルファベチカルリスト）の商品及び役務の区分第42類

には、例えば「Quality control（品質管理）」、「Material testing(材料検

査)」、「Evaluation of wool(Quality-)（羊毛の品質評価）」及び「Water 

analysis（水質分析）」等の表示がある。貴国の証明商標の権利者（認証機

関等）は、第42類のこのような指定役務を、証明商標を付して使用する商

品・役務とは別に保有するものであるか。 

 

回答：そうではない。権利者は、商品が所定の基準を満たしていることの

証明に関する権利を獲得するだけである。 

 

1-3.「認証・証明マーク」の識別性の要件・考え方について 

 

(1) 証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」を保護し得る

他の商標）の登録にあたっての「識別性」について、貴国ではどのように

考えられていますか？証明商標の識別性の考え方は、通常商標のものと異

なりますか？ 

    

(a) 周知性（例えば、セカンダリーミーニングの有無等）により識別性を

認める。 

(b) 特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別

性がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がさ

れていない商品・役務との関係で識別できると考える。 

(c) 上記(a)(b)の両方を考慮する。 

(d) 上記(a)(b)に加え、（あるいは別個に）その他の要件として、識別性を

生じさせるものとして考慮される要素がある。（具体的に記載してくださ

い。） 

 

回答：(b)  

「特定の出所（原産地）・品質等が保証されていることをもって、「識別性

がある」と考える。すなわち、証明対象となる商品・役務を、証明がされ

ていない商品・役務との関係で識別できると考える。」 

 

(2) 地名の文字（地理的表示）のみ、又は品質表示のみからなる「認証・

証明マーク」を、証明商標（あるいは団体商標等の「認証・証明マーク」

を保護し得る他の商標）として登録する場合、その識別性とはどのような

考え方によるものでしょうか。 

 

回答：証明商標は、識別性に関しては、通常の商標と同じ要件を満たさな

ければならない。 

 

(a) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる文字標章は、本来は識別

性を有しないものです。これを登録する場合の考え方は、上記(1)(b)のよ

うに、証明される商品・役務が、証明されていない商品・役務と識別され
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ているというものでしょうか。もし別の考え方により識別性を認定してい

るのであれば、その内容を記載してください。 

 

回答：地名を表示する文字は、証明商標として登録することはできない。 

 

 

(b) 地名の文字のみ、又は品質表示のみからなる「認証・証明マーク」に

ついて、貴国における実例につき、登録例及び拒絶例（審決）を数例ずつ

例示してください。 

 

回答：該当例なし 

 

 

(3) 証明商標特有の識別性の考え方がある場合、審査官がそのことを判断

するため定義・基準・例示等の特別な言及が審査基準等にありますか？あ

る場合、その内容を教えてください。また、証明商標特有の識別性の考え

方に起因して拒絶理由通知を受けた場合、出願人が取る対応として、どの

ようなものがあるでしょうか。 

 

回答：証明商標特有の識別性の考え方はない。審査基準等に特別な言及は

ない。 

 

 

(4) 証明商標のみならず、通常商標、団体商標、その他の商標によっても、

「認証・証明マーク」の保護が受けられる場合、登録におけるそれらの識

別性の要件に違いがあるか。 

 

回答：違いはない。 

 

1-4. 「認証・証明マーク」の識別性に関する裁判例について 

上記 1-3 に関連して、貴国の商標に関する裁判例において、「認証・証明

マーク」の識別性の観点から判断をした事例があれば教えてください。（判

例１件につき 大 800 語程度） 

 

回答：そのような裁判例は見つからなかった。 

 

2. 地理的表示を保護する商標制度以外の制度 

貴国が、商標法による保護制度以外の地理的表示保護制度を有する場合、

両者の保護制度の違い及び相互の保護制度に関する調整規定について、下

記にご回答ください。 

 

2-1. 地理的表示を保護する制度について 

「認証・証明マーク」が、地理的表示である場合、商標制度以外に、ど

のような法制度により、保護を受けることが可能でしょうか。 

 

回答：ブラジルの産業財産法においては、両制度は異なるものであり、

それぞれ独自の保護手続を有している。 

 

(1) 貴国の地理的表示の保護制度を規定した法律及び保護対象産品は、

下記の通りと理解していますが、その認識で正しいでしょうか。また、不

足があれば補足ください。 

 

 

表2. 商標制度以外の地理的表示保護制度 

規定 対象産品 

知的財産法 

第4章 地理的表示 

第176-182条 

全ての商品/役務 
（特定されていない） 

●保護対象産品によって保護が異なる場合、その対象産品ごとに区別して

ご回答ください。 

例: (ⅰ) ワイン、(ⅱ) スピリッツ、(ⅲ)農産品・水産物・食品、(ⅳ) 手

工芸品・工業製品、(ⅴ)その他  

●保護対象についての明文の規定がない場合、その旨をご記入ください。 

 

回答：商品の種類によって保護が変わるということはない。 

 

 

2-2. （地理的表示を保護する制度について）保護制度の概要及び商標制

度との違いについて 

2-2-1. 上記の各保護制度の内容について、商標制度による保護と、その

内容・保護対象等において何が違うのか。別添1の項目(1)～(12)について、

内容の違いを対比して記載ください。 

 

回答：別表1の表を参照 

 

2-2-2. 地理的表示を保護する制度と商標制度との使い分け 

実務において、両制度の使い分けが考慮されている状況があれば、その

状況について記載ください。 

 

2-3.（商標法による保護と、地理的表示を保護する制度について）保護制

度に関する相互の調整規定について 

 

2-3-1. 商標法（あるいは商標制度を規定している産業財産権法）におけ

る、地理的表示を保護する他法との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答： 

 

第124条 

(IX) 地理的表示若しくは混同を生じさせる虞があるその模造，又は地理的

表示であると誤認させる虞がある標識 

(X) 標章の使用対象である製品又はサービスに関し，その原産地，出所，

性質，品質又は用途について，虚偽の表示となる標識 

 

商標マニュアル5.9.も参照のこと 

 

(2) 登録後（効力等）：該当なし 

(3) その他：該当なし 

 

2-3-2. 地理的表示を保護する他法における、商標法（あるいは商標制度

を規定している産業財産権法）との調整規定について、該当条文、

条文内容を教えてください。 

(1) 審査時（登録要件） 

 

回答： 

 

第181条 
出所表示又は原産地呼称となっていない地理的名称は，それが虚偽の出

所を示唆するものでないことを条件として，製品標章又はサービス標章の

特徴的要素として使用することができる。 
 

(2) 登録後（効力等）：該当なし 

(3) その他：該当なし 
 
 
 

以上 
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表 3.〔ブラジル〕地理的表示保護制度と商標制度との相違 

 
商標法/知的財産法 

証明商標制度 
地理的表示保護制度 

(1) 保護対象となる物 

（商品・サービス等） 

全ての商品/役務 
（法による限定はない） 

全ての商品/役務 
（法による限定はない） 

(2) 保護対象となり得

る名称（どのような標

章について保護され得

るか、対象となる標章

に限定があるか（例:地

名のみからなる文字標

章は保護され得るか）、

一般名称の取り扱いに

関する規定の有無及び

その内容） 

第 181 条 
出所表示又は原産地呼称となって

いない地理的名称は，それが虚偽の

出所を示唆するものでないことを

条件として，製品標章又はサービス

標章の特徴的要素として使用する

ことができる。 
 
第124条 
次に掲げるものは，標章としての登

録を受けることができない。 
 
(IX) 地理的表示若しくは混同を生

じさせる虞があるその模造，又は

地理的表示であると誤認させる虞

がある標識 
(X) 標章の使用対象である製品又

はサービスに関し，その原産地，出

所，性質，品質又は用途について，

虚偽の表示となる標識 

第 176 条 
地理的表示とは，出所表示又は原産

地呼称をいう。 
第 177 条 
出所表示とは，国，その領土内の都

市，地方又は場所についての地理的

名称であって，一定の製品の抽出，生

産若しくは製造，又は一定のサービ

スの提供に係わる中心地として知ら

れているものを意味する。 
第 178 条 
原産地呼称とは，国，その領土内の都

市，地方又は場所の地理的名称であ

って，専ら又は本質的に，その自然的

及び人的要因を含む地理的環境に起

因する品質又は特性を備えた製品又

はサービスを指定するものをいう。

(3) 登録主体の要件（法人

格の有無、個人・政府機関

の可否、機関に対する公的

機関・第三者機関による認

証の要否等） 

私人、又は私法若しくは公法に基づ

く法人は、証明商標の登録出願をす

ることができる。ただし、証明の対

象とする商品または役務に関して、

直接の商業上または工業上の利害

関係を有していない場合に限る（産

業財産法第 128 条）。 

生産者および加工業者の集合体（法

人格を有していないものを含む）。
 
規則 No.25/2013 第 5 条「次のものは、

法的手続上、地理的表示の登録申請

を行うことができる。その地域内に

ある地名を排他的に使用することを

法的に認められたコミュニティを代

表する団体、施設および会社。」 

(4) 主な登録要件（識別性

の考え方（周知性が必要

か、生産地との関係が必要

か） 

当該証明商標が、通常の識別性

要件を満たしている必要があ

る。マークが周知である必要は

ない。 

当該地域が、そこの商品／役務

で知られている必要がある。 

(5) 使用方法に関する規

定・制限があるか（表示義

務等） 

規定なし 規定なし 

(6) 品質管理に関する

規定（品質管理規定の

要否、規定の審査の有

無、行政機関による実

施体制チェックの有無

等） 

証明商標の登録出願を行う際、出

願人は、当該マークの使用につい

て規制するために採用される管理

措置について示さなければならな

い（産業財産法第 148 条）。ただ

し、同法は、管理措置の詳細につい

地理的表示の出願を行う際、出願人

は、原産地名称を排他的に使用する

権利を有する生産者または役務提供

者と、表示の対象となる商品または

役務について、管理を行う仕組みが

存在するという証拠を提出しなけれ

ては述べていない。 ばならない（規則 No.25/2013 第 8
条）。 

(8) 効力 第 129 条 
標章の所有権は，本法の規定による

有効な登録をすることによって取

得され，団体標章及び証明標章に関

しては第 147 条及び第 148 条の規

定に従った所有者には，国内全域に

おける排他的使用が保証される。 

第 179 条 
地理的表示に係わる保護は，地理的

表示の図式的又は象徴的な表現，及

びその名称が地理的表示である国，

その領土内の都市，地方又は場所に

ついての地理的表現にも及ぶものと

する。 
(9) 効力範囲（対象と

なる商品・サービス等

の範囲、効力が及ばな

い範囲の規定等） 

登録商標もしくはそれに類似

する商標 

登録された地理的もしくはそれに類

似する表示 

(9) 他者の不正使用に対

する規制手段（行政機関に

よる取締り、権利者による

請求等） 

商標権者は、権利侵害に対しては差

止命令と損害賠償を請求すること

ができる。商標侵害は、ブラジル産

業財産法により、犯罪として定義さ

れている（第 3 章、第 189-190 条）。

権利者は、権利侵害に対しては差止

命令と損害賠償を請求することがで

きる。地理的表示の侵害は、ブラジ

ル産業財産法により、犯罪として定

義されている（第 5 章、第 192-194
条）。 

(10) 費用、保護期間等 証明商標 – 415.00 レアル 
有効期間：10 年間。さらに 10
年間更新可能である。 

出所の表示 – 590.00 レアル 
原産地名称 – 2,135.00 レアル 
有効期間：無期限 

(11) 申請先 ブラジル特許商標庁 ブラジル特許商標庁 

(12) その他の特記す

べき事項 
なし なし 

 

以上 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

禁 無 断 転 載 
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平成29年 3月 

請負先  一般財団法人 知的財産研究教育財団 知的財産研究所 

 

〒101-0054  東京都千代田区神田錦町3丁目11番地 

精興竹橋共同ビル5階 

電話 03-5281-5671 

FAX  03-5281-5676 

URL http://www.iip.or.jp 

E-mail support@fdn-ip.or.jp 
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