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ブラジルのインターネットショッピングの利用者数（単位：百万人）62 

 
 

インターネットショッピングを利用する男女比でいえば、ほぼ半々であり、2016年でいえ

ば、女性の方が多少多い。 

  

                                                
62  “Brazil B2C E-commerce Report  2016” 

(https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/4/42/Brazil B2C E-

commerce Report.pdf)のデータをもとに作成。2016 年の数字は、https://www.pagbrasil.com/market-

insights-brazil/ から引用。 
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ブラジルのインターネットショッピング利用者層（年齢層）64 

 
 

ブラジルのオンライン市場の売上規模は、ここ 5 年で約 2 倍に拡大している。2012 年では、

79 億ドルであったのが、2015年には 158 億万ドル規模まで拡大し、2016 年の予測値では、

171 億ドルまで達すると見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
64 https://www.statista.com/ のデータをもとに作成。 
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ブラジルの BtoC インターネットショッピング市場の売上（単位：百万ドル）65 

 
注）(f):予測値 

 

                                                
65  “Brazil B2C E-commerce Report  2016” 

(https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/4/42/Brazil B2C E-

commerce Report.pdf)のデータをもとに作成。 
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 インターネットショッピングにおける人気の商品カテゴリーの上位には、家電や電子機器、

PC などの情報技術関連、電話などの通信機器があげられる。 

 

インターネットショッピングの売上における人気の製品種別（2015）66 

順位 製品種類 

1 家庭用電化製品 

2 消費者向け電子機器 

3 情報技術 

4 通信機器 

5 エンターテイメント 

6 スポーツ・レクリエーション用品 

7 衣類 

8 健康・美容製品 

9 インテリア・ガーデニング 

10 玩具 

11 食品 

12 靴 

 

 

インターネットショッピングの利用頻度については、以下のようなアンケート調査結果があ

る。このアンケート調査によれば、直近 3カ月以内に 4～6回利用した層が最も多く、平均的

に一カ月に 1度以上購入する利用者が多いことがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 “Brazil B2C E-commerce Report  2016” 

(https://www.ecommercewiki.org/wikis/www.ecommercewiki.org/images/4/42/Brazil B2C E-

commerce Report.pdf)のデータをもとに作成。 
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ゲーム以外の模倣品として、贅沢品、帽子、靴、衣類、オートパーツ、消費材、医薬品、コ

スメ、飲料水、原材料、ソフトウェア、音楽なども、ブラジルで生産されている。ここ 10年

間でブラジルにおいて、模倣品の大型工場がいくつもできており、ブラジルで製造された模倣

品は、ブラジル国内の露店やオンライン上で販売されたり、近隣諸国へ輸出されているという

情報もある。70 

ところで、ブラジルには、ブラジル企業に対して、消費者がサービスや製品全般に関わる苦

情を投稿し、企業が解決するという無料のプラットフォーム、ReclameAQUI というサイト

（https://www.reclameaqui.com.br/）がある。苦情先としては、オンラインマーケットプレ

イスから、あらゆる業界の企業、大学、公共サービスまで多種多様なのだが、そのサイトに、

消費者からブラジルで著名なオンラインマーケットプレイスで模倣品を購入したという苦情が

投稿されている。 

上記サイトで模倣品問題に関する苦情が分類される項目としては、「偽造品 (Produto 

falso)」や「詐欺広告（Propaganda enganosa）」がある。「偽造品 (Produto falso)」の項

目では、237 件の苦情が投稿されており、香水の模倣品購入に関するものが判明した。そして、

「詐欺広告」の項目では、872 件の苦情があがっているが、ここでも偽造品購入に関する苦情

が少なからず見受けられる。ちなみに、「詐欺広告」では、偽造品の販売だけでなく、製品自

体の不達、配達遅延、過剰請求、悪質な製品の販売などの苦情も含まれている。 

苦情先のオンラインマーケットプレイスとしては、以下があがっており、ブラジルの主要な

オンラインマーケットプレイスが含まれている。 

 Mercadolibre（中南米地域最大のオンラインマーケットプレイス。詳細はアルゼンチ

ンの章で取り上げる。） 

 Americanas.com、Submarino、Shoptime（ブラジル最大オンライン電子商業者 B2W 

Digital が運営。Amercanas.com については、詳しくは本ブラジルの章で取り上げる。） 

 Magazine Luiza （ブラジルを拠点とするオンライン小売業を展開する企業。中南米地

域全体でのオンライン訪問者数は、5位71。） 

 Walmart 

 Extra.com.br、CasasBahia（Nova Pontocom が運営。Extra.com.brについては、詳し

くは本ブラジルの章で取り上げる。Nova Pontocomとして、中南米地域全体でのオン

ライン訪問者数は、3位72。） 

 OLX（新興市場向けのオンラインクラシファイド広告業を 45ヶ国で展開73。アルゼンチ

ンに拠点。詳細はアルゼンチンの章でふれる。） 

                                                
70 “Is Brazil poised to seize China’s counterfeit crown?” 

http://www.dannemann.com.br/dsbim/uploads/imgFCKUpload/file/World Trademark Review 58.pdf 
71  https://www.statista.com/ 
72 As above 
73 http://www.olx.com/?join 
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 Netshoes（ブラジルを拠点とするスポーツ用品専門の e-commerce 企業。中南米地域で

のオンライン訪問者数は、10位74。） 

 

 具体的な投稿としては、以下のような購入者からの模倣品購入に関する苦情が見つけられた。

上述の香水だけでなく、美容器具や、玩具、ヘアケア製品などの苦情があがっている。 

 

 Magazine Luiza に対する模倣品の香水購入に対する苦情 

https://www.reclameaqui.com.br/magazine-luiza-loja-online/perfume-the-golden-

secret-eau-de-toilette-antonio-banderas-200ml-falso_Oy2CfNTloSHHe1en/ 

 

 PontoFrio に対する美容機器の模倣品購入の苦情 

https://www.reclameaqui.com.br/ponto-frio-loja-online/comprei-um-produto-

falsificado-pelo-ponto-frio_ij2UIR8_AlohtH86/ 

 

 Americanas.com に対するヘアケア製品の模倣品購入の苦情 

https://www.reclameaqui.com.br/lojas-americanas-loja-fisica/recebi-o-produto-

e-e-falso_bufoD9mZ4NoAgJyQ/ 

 

 Submarino に対する模倣品の香水購入に対する苦情 

https://www.reclameaqui.com.br/submarino/submarino-vendendo-perfumes-

falsificados_EdEY1lJSETDH05gl/ 

 

 Submarino に対する模倣品の玩具購入に対する苦情 

https://www.reclameaqui.com.br/submarino/produto-falso_A_r5_k7ARobr6KCJ/ 

 

こういったブラジル国内での模倣品流通の状況に対して、同国で最大規模の展開を行う

Mercadolibre では、模倣品対策専用のプラットフォームが用意されている。このプラットフ

ォームを利用して、権利者はいつでも模倣品侵害を通報することができ、Mercadolibre は侵

害事実を確認したうえで、問題の出品を削除する仕組みを整備している（詳細はアルゼンチン

の章を参照）。その他のオンラインマーケットプレイスでは、まだそのようなシステムの整備

は十分ではないと思われる。 

 

（3）主要ショッピングサイト等  

 

ブラジルで最も多くの人が利用するインターネットショッピングサイトは、圧倒的に

Mercadolibre である。Mercadolibre は、中南米地域全体で最も大きいシェアを誇るアルゼン

                                                
74 https://www.statista.com/ 
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チン企業であり、BtoC、CtoCの両方のマーケットプレイスを手掛ける。Mercadolibre につい

ては、詳しくはアルゼンチンの章でふれるが、その他、中南米地域全体における訪問者数多い

オンライン小売業者は、以下の通りである。なお、Mercadolibre の訪問者数は、2位の B2W 

Digital（複数のマーケットプレイスを運営しており、その合算）の 2.7 倍と圧倒的に大きく、

1 位と 2位以下では、大きな開きがある。 

 

また、以下のオンライン小売業者のうち、ブラジルの国旗を付与した 5つのオンライン小売

業者は、ブラジル企業である。この 5つのオンライン業者の概要は、以下にまとめた。B2W 

Digital と、Nova Pontocom はそれぞれ、複数のマーケットプレイスを持っている。 

 

中南米地域における訪問者数の多い eコマース小売業者（単位：100 万人）（2016 年 1月）75 

 
 

 

ブラジルに本社をもつ eコマース小売業者の概要および、主なマーケットプレイス 

eコマース 

小売業者 

企業概要 マーケットプレイス 上記訪問者数 

ランキング 

B2W Digital  ブラジル・リオデジャ  Americanas.com （電 2位 

                                                
75 https://www.statista.com/をもとに作成。 
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ネイロに本社を置くブ

ラジル最大のオンライ

ン電子商業者。アメリ

カナス・ドットコムと

サブマリーノ・ドット

コムの 2社が合併によ

る誕生。  

化製品、日用品、オー

トパーツなど）  

 Submarino（電化製

品、日用品、オートパ

ーツなど）  

 Shoptime（電化製品、

日用品、オートパーツ

など）  

Nova 

Pontocom (Cnova)  

オランダ・アムステル

ダムおよびブラジル・

サンパウロに本社を置

く。eコマースを展開

する多国籍企業の傘下

だったが、2016 年にブ

ラジルの小売企業 Via 

Varejo に売却。 

 extra.com.br （食

品、電化製品、日用品

など）  

 casasbahia.com.br （

電化製品、日用品な

ど）  

 pontofrio.com.br（電

化製品）  

 barateiro.com.br   

 partiuviagens.com.br 

3位 

Buscape company  ブラジル、サンパウロ

に本社を置く eコマー

スを展開する企業。  

 Buscape （電化製品。

もとは、価格比較サイ

ト。）  

5位 

Magazine Luiza  ブラジルを拠点とする

小売業を展開する企

業。  

  Magazine Luiza（電

化製品）  

9位 

NetShoes Group  ブラジルを拠点とする

スポーツ用品専門の e

コマース企業。  

 Netshoes（スポーツ用

品、ウェア、シュー

ズ）  

10位 

 

本レポートでは、訪問者数が上位 3位のブラジルの eコマース小売業者を対象に、それぞれ

が運営する規模の大きい以下のマーケットプレイスについて、各サイトの特徴や模倣品対策に

ついて説明する。なお、Mercadolibreはアルゼンチンの章にて取り上げており、Amazon につ

いては日本ほかの申告フォームと同様の形態であるため省略する。 

 B2W Digital の Americanas.com  

 Nova Pontocom (Cnova) の Extra.com.br  

 Buscape company の Buscape  
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Americanas.com 

 

 

 

サイト種類 B to C marketplace 

URL https://www.americanas.com.br/ 

取り扱い製品 食料品、オーディオ、オートパーツ、空調、ベビー用品、コスメ、香水、

ブルーレイ、玩具、家具、カメラ、建設機材、通信機器、インテリア、家

電、スポーツ＆レジャー用品、ガーデニング、映画、ゲーム、オフィス機

器、書籍、バッグ、衣類、アクセサリー、家具、音楽、文房具、ペット用

品、時計、ヘルスケア、サプリメント、セキュリティ用品、テレビなど。 

製品点数 50万点以上76 

                                                
76 http://www.americanas.com.br/estatica/sobre-americanas に製品点数、顧客数、企業数が掲載されて

いる。 
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出店店舗数 2万 

ユーザー数 1,000万人 

 

＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

 Americanas.com は、1999 年に誕生。B2W Digital が運営。B2W Digital は、ブラジ

ル・リオデジャネイロに本社を置くブラジル最大のオンライン電子商業者。アメリカ

ナス・ドットコムとサブマリーノ・ドットコムの 2社の合併により誕生。 

 Americanas.com は、ブラジル最大のオンラインストアと言われている。 

 B2W Digitalが運営するマーケットプレイスは、Americanas.comの他、以下があり、

その中でも Americanas.comが最も大きい。 

o Submarino：Y 世代（1980 – 95 年ごろの生まれ）・Z世代（1995 年以降の生

まれ）のブランドを中心に販売。 

o Shoptime：中南米地域最大のホームショッピングチャンネル。  

o SouBarato：アウトレット製品の販売。 

 B2W Digital 全体での売上は、120 億レアル（約 38億ドル）（2016 年）であり、その

うち、B2W Digitalが運営するマーケットプレイス全体の売上は、21億 7900万レアル

（約 6 億 9100ドル）である。マーケットプレイス全体の売上は、2015年の 8億 6000

万レアル（約 2 億 7300 万ドル）から、153.4%成長している。77 

 また、B2W Digitalが運営するマーケットプレイス全体で以下の数字が公表されてい

る。78 

o 1か月あたり 4 億 5千万ページビューの閲覧がある。 

o 1か月あたりの訪問者数は 6500 万人。 

o 1か月あたりの注文数 240 万。 

                                                
77 “B2W announces 4Q16 Results”  https://ri.b2w.digital/en/informacoes-aos-investidores/releases-de-

resultados?ano=2016  
78 https://www.americanas.com.br/hotsite/marketplace-americanas?chave=brd hm tt 0 0 marketplace 
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extra.com.br 

 

 
 

 

サイト種類 B to C marketplace 

URL https://www.extra.com.br/ 

取り扱い製品 通信機器、PC、家電製品、テレビ、輸入品、食料品、オフィス用品、イン

テリア、オートパーツ、ベビー用品、玩具、靴、家具、スポーツ用品、ゲ

ーム、宝飾品、衣類、香水、ペット用品、時計、サプリメント、エアコ

ン、クラフト用品、掃除用品、書籍、ギフト、工具、エンターテイメント

等。 

製品点数 140万点以上（Cnova Brazil として）79 

ユーザー数 1000万人80 

 

＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

                                                
79 http://www.cnovaads.com.br/ 
80 As above 
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 extra.com.brは、2016 年 10月まで、同じくブラジルのマーケットプレイスである

casasbahia.com.br、pontofrio.com.brとともに Cnova Brazilとして、世界大手の e

コマース企業 Cnova （本社：オランダ・アムステルダム）の傘下だったが、ブラジル

の小売企業 Via Varejo に売却された。81 

 2015年の Cnova Brazil の売上は、27億ユーロであった。82 

 Cnova Brazil として運営されたいた 3つのマーケットプレイスの中で、extra.com.br

の顧客数および訪問回数が最も多い。83  

 

 Extra.com.br casasbahia.com.br pontofrio.com.br 

特徴 家族向けの製品が中

心。 

家具、電子機器、家

電製品、寝具、テー

ブル、バスルームな

ど 30 以上のカテゴリ

ーの製品を提供。 

ブラジルの量販店か

ら創設されたマーケ

ットプレイス。ハイ

テク製品を中心に販

売。 

月平均の訪問回数 2600 万回 2000 万回 1900万回 

顧客数 1000 万人 900万人 1000万人 

対象年齢層 25～40歳 25～40 歳 30～40 歳 

男女比率 女性：50％ 

男性：50％ 

女性：46％ 

男性：54％ 

女性：51％ 

男性：49％ 

 

 Cnova Brazil としては、1カ月当たり以下の数字が公表されている。 

o 1億回以上の検索 

o 100万回以上の注文 

o 590万回以上のサイト訪問 

o 単一の訪問者数は、250 万人以上 

 

 

                                                
81 http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/01/2017-01-12-FY16-Sales-ENG-vFinal.pdf 
82 “Cnova 2016 Financial Results” 

 http://www.cnova.com/en/wp-content/uploads/sites/2/2017/02/2017-02-23-2016-Earnings-Presentation-

QJ4qYCwAN8qfaxDaGBjq.pdf 
83 http://www.cnovaads.com.br/ 
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buscape.com.br 

 

 

 

 

サイト種類 商品の価格比較サイト／B to C marketplace  

URL http://www.buscape.com.br/ 

取り扱い製品 携帯電話、家電製品、テレビ、ノートブック、ゲーム、インテリア、衣

類、アクセサリー、フライトチケット、レジャー用品、ベビー用品、スポ

ーツ用品、美術品、カメラ、ベビー用品、建設機材、ペット用品、エンタ

ーテイメント、コスメ、ヘルスケア、時計、宝飾品、食料品、ビジネス用

品、オートパーツ、通信機器など。 

製品点数 2,500万点以上84 

                                                
84 http://www.buscape.com.br/conheca-o-buscape 
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出店店舗数 Ebitの認定店舗 2万店以上（Americanas.com, Submarino、Walmartなど

の主要なマーケットプレイスを含む）85 

ユーザー数 350万人86（2011年中南米地域全体） 

 

＜その他、取扱規模やサイトの特徴等＞ 

 ブラジル、サンパウロに本社を置く eコマースを展開する企業 である Buscapé 

Company が運営。1999 年にサービスを開始。2009 年に Naspersという南アフリカのメ

ディアグループが Buscapé を買収した。 

 Buscapé Company が運営するブランドは、Buscapé の他に、以下があり、マーケットプ

レイス以外にも多様なビジネスを展開している。 

o Lomadee：広告・アフィリエイトマーケティング。 

o Modait：ファッションおよび美容に特化したポータルサイト。 

o inlocomedia：広告プラットフォーム。 

o Bondfaro：インターネットショッピングのための商品リサーチツール。 

o SaveMe：割引クーポンサイト。 

o Ebit：電子商取引に関わる消費者のフィードバックを収集したデータベースの

構築。オンラインストアの評価に役立つサービスを提供。 

 Buscapé は、もともと商品の価格比較のためのサイト（日本でいう価格.comのような

サイト）であったが、マーケットプレイスの機能も持つようになった。Buscapé 内で

の出店を希望する企業には、マーケットプレイスの機能を提供し、Buscapé 内に広告

を出して、店舗へのトラフィックの増加を希望する企業には、コンパイラー機能のサ

ービスを提供している。87 後者は、Americanas.com、Submarino、Walmart などの主

要なマーケットプレイスが含まれる。 

 Buscapé のサービスは、利用者が購入前に効率的に価格を比較し、適切な価格で製品

を購入できるようにすることを利点としている。商品は、Buscapé 内で購入すること

もでき、選択したショップのリンク先へ訪問して購入することも可能である。 

 Buscapé は、Ebit（電子商取引に関わる消費者のフィードバックを収集したデータベ

ースの構築。オンラインストアの評価に役立つサービスを提供）を採用して、店舗の

格付けを行い、消費者が安全に消費活動できるようにしている。88 

                                                
85 http://www.ebit.com.br/dicas-compra-segura-internet 
86 https://lavca.org/2011/03/01/buscape-inc-acquires-controlling-stake-in-latin-america-online-payments-

platform-dineromail/  
87 http://negocios.buscapecompany.com.br/portal/central-de-negocios/portal-de-vendas/br/ 
88 http://www.ebit.com.br/dicas-compra-segura-internet 
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 Buscapé は、ユーザーから店舗についてネガティブなフィードバックを受け、当該店

舗が信頼性の低い店舗だと判断した場合、推奨されない店舗としてリスト化し、ホー

ムページ上で公開している。89 

 

                                                
89 http://www.buscape.com.br/lojas-nao-recomendadas 
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（4）各ショッピングサイトの模倣品対策プログラム 

  

今回調査を行った 3つのショッピングサイトはいずれも、権利者が模倣品を掲載した URLの

削除を申請することができる専用の仕組みを提供していない。Extra.com.br および Buscapé

については、利用規約中に、知的財産権保護について、出品者の義務を規定しており、出品者

の権利侵害が判明した場合には、出品者への事前の予告なく、出品を一時停止、削除、アカウ

ントを無効にする場合があると明記している。 

ただし、どのショッピングサイトも、削除申請用の専用プラットフォームを提供していない

ため、各マーケットプレイスに対して電話をして情報収集したところによれば、第三者がショ

ッピングサイト上で侵害疑義品を発見した場合には、消費者からの問題全般を受け付けるカス

タマーサービスなどに連絡する必要がある。よって、通常、知的財産権に関連する問題や、マ

ーケットプレイスのページに掲載された侵害疑義品に関わる問題については、疑義侵害品を掲

載したページの削除を請求するために、訴訟上または法的な請求を記載した書面の通知をもっ

て、当該商品の広告を担う企業に直接送付して対処してもらうことになる。 

なお、アルゼンチンの章で紹介する Mercadolibreや OLXは、ブラジルでも事業を展開して

おり、権利者との間でやり取りする知的財産保護のための専用チャネルを持っている。しかし、

こういった仕組みは、ブラジルでオンラインのマーケットプレイスを展開する企業にとって、

共通の認識というわけではなく、現に今回ブラジルの章で調査を行った３つのマーケットプレ

イスは、そういった仕組みは持っていない。なお、後述の「（7）各ショッピングサイト等で

の最近の取締実績、取締事例」において述べるように、最近の判決から、ブラジルでは、マー

ケットプレイスの運営者は、掲載された製品が合法であるかどうかについて、事前チェックを

実施する責務を負うわけではないとするものの、権利者や消費者からの侵害品掲載の通報があ

った場合には、当該侵害品をサイトから削除するなどの適切な対応を即座に実施する必要があ

るとされている。 

 

No 項目 Americanas.com buscape.com.br Extra.com.br 

1 

利用規約中に第三者の知的

財産権に関する条項がある

か？ 

× ○ ○ 

2 
知的財産権についての苦情

に応答できるか？ 

△ 

（外部のプラッ

トフォームを利

用） 

△ 

(一般窓口の e-

mail) 

△ 

(一般窓口の e-

mail) 

3 

事前に知的財産権の登録を

行える等の権利者向けプロ

グラムがあるか？ 

× × × 
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 上記３つのマーケットプレイスについて、模倣品販売が判明した際の各ショッピングサイト

への連絡方法は、以下の通りである。 

 

 

 

 

Americanas.com 

 Americanas.com には、利用規約中に知的財産権に関する条項もなく、模倣品被害を通報す

る専用の窓口も設けられていない。Americanas.com は、上述の「（2）インターネット上の模

倣品の流通実態」でも紹介した ReclameAQUI90という外部プラットフォームを利用して、知的

財産侵害を含む消費者からの苦情全般を受け付けているようだ。 

 Americanas.com では、この ReclameAQUI を通じて受理された苦情は、フィルタリングされ、

リーガル部門に転送されることになっている。 

 

 Americanas.com に関わる ReclameAQUIのページ

https://www.reclameaqui.com.br/empresa/americanas-com-loja-online/ 

 

Americanas.comに関わる ReclameAQUIのページには、模倣品の香水を購入した顧客の苦情

の書き込みが多数見受けられた。ただし、購入者によりこの外部サイトがどれほど使用されて

いるか、また購入者が苦情を投稿した後、どの程度苦情が解決されているかまではわからない。 

 

https://www.reclameaqui.com.br/indices/lista_reclamacoes/?id=97826&problemType=00000

00000001139 

 

                                                
90 https://www.reclameaqui.com.br/ 
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また権利者の苦情に対応する専用のチャネルも持っていなかった。ただし、2016 年に設立さ

れた B2W Empresas（https://www.b2wempresas.com.br/）については、利用規約上に第三者の

知財侵害を禁止するという文言が掲載されている。しかしながら、知的財産侵害が判明した場

合の実際の対応方法に関わる詳細は、掲載されていない。 

 

 

buscape.com.br 

ｔ  

Buscapé は、知的財産侵害を通報するための専用のプラットフォームを設けていない。利用

規約中には、ユーザーが著作権、商標権、特許などの権利を許可なく用いることを禁止する規

約を設けており、これに反して権利侵害が判明した場合には、Buscapé が出品者への事前の連

絡なしに、出品者の登録や、出店、出品を一時停止、削除、無効にする場合があると明記して

いる。91  

なお、侵害が判明した場合には、カスタマーサービス

（soportebuscape@buscapecompany.com）に通知すべきとしている。92このカスタマーサービ

スは名前の通り、顧客に関わるあらゆる問題を取り使っている窓口であるため、知的財産権侵

害に関わる問題は、カスタマーサポートが社内のリーガル部門に転送することになる。ただし、

電話で Buscapé に問い合わせを行ったところ、Buscapé では、今まで、知的財産権侵害に関わ

る通報を受理したことがないという回答を得たが、顧客（消費者）に直接影響する知的財産侵

害については、法廷外で顧客との間で直接対処するようだ。このように、Buscapé からは、あ

くまで消費者視点での知的財産侵害に関する見解しか得られなかった。実際、この窓口に権利

者が連絡した場合、どのように扱われるのかは具体例がなく、削除等の措置が実施されるのか

は定かではない。 

また、Buscapé は、オンライン上の店舗を評価するオンラインプラットフォーム（EBIT）を

持っており、EBIT のオペレーション契約上で、知的財産保護にコミットしている。 

知的財産侵害にかぎらず、あらゆる権利侵害が生じた場合には、EBITを通じて、通報する

こともできると考えられる。通報後は、Buscapé のリーガル部門に転送されて処理されること

になるようだが、上述したとおり、Buscapé が直接的に知的財産侵害に関わる苦情を今まで受

けたことがないとのことなので、この EBIT を介して、知的財産侵害に関わる苦情がどの程度

通報されて、処理されているかまではわからない。 

以上のように、Buscapé は、知的財産侵害について、ユーザーがカスタマーサービスに通知

すべきとは規定しているが、実際に権利者が通知にあたって、どのような書類を申請すべきか

について、特段サイト上に指示があるわけではない。よって、権利者からの知的財産権に関わ

                                                
91  Termos de Uso  19. Acesso à informação de propriedade intellectual  http://www.buscape.com.br/termos-

de-uso 
92 Termos de Uso  19. Acesso à informação de propriedade intellectual  http://www.buscape.com.br/termos-

de-uso 
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る問題は、訴訟上または法的な請求を記載した書面の通知をもって、受け付けられるようであ

る。 

 

extra.com.br  

 

Extra.com.br は、知的財産侵害を通報するための専用のプラットフォームを設けていない。

Extra.com.br の利用規約中には、ユーザーが知的財産権の侵害に遭遇した場合には、カスタ

マーサービスのチャネルを介して、 Extra.com.br のポータルに通報すればよく、

Extra.com.br のポータルは、通報されたコンテンツを確実に削除するために、あらゆる措置

を講じるとしている。93  

 カスタマーサービスには、e-mail または電話にて申告が可能であるが、e-mail の場合には、

Extra.com.br のアカウントを持っている必要がある。 

 

ただし、上述のユーザーが第三者である権利者を含むかどうかは不明であり、権利者が自身

の権利侵害について削除申告等をカスタマーサポート宛に通知した場合、Extra.com.br が具

体的にどのように対応しているのかまでは、確認できなかった。ここでも、権利者からの知的

財産権に関わる問題は、訴訟上または法的な請求を記載した書面の通知をもって、受け付けら

れるようである。 

 

 また、参考までに、extra.com.br を運営する Nova Pontocom (Cnova)が展開する別のマーケ

ットプレイスについて、知的財産侵害を通報するための専用のプラットフォームがあるかどう

か、確認したところ、 casasbahia.com.br 、 pontofrio.com.br、 barateiro.com.br 、

partiuviagens.com.br についても、基本的に、extra.com.br とサイト構成が同じであり、

extra.com.br 以上に特筆すべき点は、見受けられなかった。 

 

 

 

 

 

 

（5）侵害に対する権利者の法的手段（一般的法律構成） 

 

ブラジルには、オンライン上の知的財産権侵害を規定する特別な法律は存在せず、またマー

ケットプレイスとして特別の仕組みを用意しているものでもないため、結局、権利者は、商標

法に基づいて地裁に提訴するか、仮処分を求める手続きを行うことになる。 

                                                
93  Termos e Condições de Uso  2.5 Propriedade Intelectual e Industrial   

https://www.extra.com.br/CentraldeAtendimento/home.aspx?topico=996 
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知的財産関連訴訟は、権利者が地方裁判所に訴訟を提起しなければならない。担当判事は、

知的財産法に精通していないため、地方裁判所での判決は、概ね控訴裁判所によって覆される

ことが多いと言われている。 

 

仮処分は、即時に被告に対し、侵害品の使用や販売を中止するまたは、調査や押収を実施で

きるようにするもので、侵害対策で有効である。しかし、仮処分命令を取得するためには、原

告は、侵害の事実が間違いないということ、および、差止請求が認められない場合には、回復

不可能な被害を被っている可能性があるということについて、根拠を付して提示しなければな

らない。また、裁判所の命令が実質的に撤回できない場合（例えば情報開示を義務付ける仮処

分）、または、取り返しのつかないような影響を招くような場合には、差止命令は発行されな

い。 

 

原告は、仮差止命令を取得するためには、以下の 3つの要件のいずれかを遵守しなければ 

ならないことに注意しなければならない。 

 原告は、第三者が自身の商標権を侵害することを証明するために、明白な証拠を提示

しなければならない。 

 原告は、侵害疑義によって生じる損害を被っていることを証明する明白な証拠を提示

しなければならない。 

 原告が被った損害が、最終決定が発行された後の損賠賠償によって容易に修復しうる、

または、差止命令が、原告によって実施することが不可能な方法で、第三者に損害を

あたえうることを明示しなければならない。 

 

ここでいう「明白な証拠」とは、侵害に対して、自身の権利を主張するために十分で強固な

証拠を意味する。たとえば、テクニカルレポート、説明を付した意見、写真、公証人によって

署名されたメモや、公的な世論調査は、自身の権利を支持する事実を裏付けるのに、十分な証

拠となるとみなされる。なお、証拠提示のために模倣品を購入すべきかどうかについては、個

別の事情や問題となる犯罪の内容にもよるが、通常、権利者は、可能性の高い情報を最大限に

収集するために製品を入手し、専門家による分析を実施している。 

仮処分が認められた場合には、被告は、異議申立てすることが可能である。 
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損害賠償については、ブラジル工業所有権法第 208条及び第 210 条のもとに、算定される。 

 

ブラジル工業所有権法第 208条及び第 210 条94 

 

第 208 条 

損害賠償は，侵害が生じていなければ被侵害者が取得したであろう利益によって決定される。 

 

第 210 条 

利益の損失は，次に掲げる基準の内，被侵害者にとって最も有利なものを使用して決定される 

ものとする。  

(I) 侵害が生じていなければ被侵害者が得たであろう利益  

(II) 権利の侵害者が得た利益，又は  

(III) 侵害者が，侵害された権利の所有者に対し，その権利の対象を合法的に実施するライ 

センスを許諾されていれば支払ったであろう対価 

 

 

損害賠償額は、侵害訴訟の判決後、裁判所に任命された専門家によって算定されることにな

る。通常、ブラジルの判決において、損害賠償の上限はないが、ブラジル工業所有権法第 208

条及び第 210 条を遵守する必要がある。また、ブラジリアの最高裁判所によって最終判決が下

され、ブラジルにおいて執行措置が取られるには、5〜7年かかる。 

 

刑事事件についても民事訴訟と同様に、担当判事は知的財産法に精通していないため、地方

裁判所での判決は、概ね控訴裁判所によって覆されることになる。刑事事件では、第一段階と

して、裁判所の専門家が分析できるように、侵害品の調査および押収を請求し、裁判所の専門

家によるレポートが判事によって採用されなければならない。 

ただし、ブラジルの刑法体系は非常に複雑であり、刑事訴訟は、第三者の商標を複製または

模倣した製品を取り扱う個人に対して、提訴しなければならないため、ウェブサイトを保有す

る企業を提訴することが妥当であるかは議論がある。したがって、刑事訴訟を提訴したとして

も、権利者にとって必ずしも望ましい結果を生み出すとは限らない。 

 

 罰則については、ブラジル工業所有権法第 189 条および第 190 条のもとに、判断されなけれ

ばならない。 

 

ブラジル工業所有権法第 189条および第 190条95 

                                                
94  特許庁ブラジル産業財産権法翻訳 https://www.jpo.go.jp/shiryou/s sonota/fips/pdf/brazil/sanzai.pdf 

引用元で記載される「被害者」は「被侵害者」として記載。 
95  As above 
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第 189 条  

次に掲げる行為をする者は，登録標章を侵害することになる。 

 (I) 標章登録所有者の許可を得ることなく，登録標章の全部又は一部を複製し，又は混同を

生じさせるおそれがある方法で登録標章を模造すること，又は  

(II) 市場に出された製品に既に添付されている他人の登録商標を改作すること 刑罰 3月以上

1 年以下の禁錮，又は罰金 

 

第 190 条  

次に掲げる製品を輸入し，輸出し，販売し，販売のための申出若しくは展示をし，隠匿し又 

は貯蔵する者は，登録標章を侵害することになる。 

 (I) 他人の標章の全部又は一部を不法に複製又は模造した標章を付した製品，又は  

(II) 自己の工業又は商業の製品であって，他人の適法な標章が付された容器又は包装に入れ

られたもの 刑罰 1月以上 3月以下の禁錮，又は罰金 

 

 

 民事訴訟と同様に、刑事事件も、ブラジリアの最高裁判所による終局的な判決を要するのに

5〜7年がかかる。刑事事件については、手続上の厳しい要件があるため、刑事訴訟よりも、

民事訴訟の手続を開始し、侵害者に対し影響をもたらし、差止や損害賠償を請求する方がより

よい方法であると考えられる。 

 

（6）サイト運営者側の対応 

 

上述の法的根拠を踏まえて、権利者からの知的財産侵害に関わる通報があった場合のサイト

運営者側の対応として、以下の項目をまとめた。今回調査を行った 3つのサイトについて、権

利者からの知的財産侵害に関わる通報に対して、個別の対応方針が詳細に設定されているわけ

ではないため、一般的にオンラインマーケットプレイスがとりうる対応をまとめてある。 

 

（サイト運営者側の対応） 

①権利者による申告にあたり、提出を求める情報や資料 

②掲載情報が削除の対象となりうる基準 

③掲載情報削除後の対応（出品者の登録状況の公開等） 

④掲載情報の削除以外にサイト側が新会社に課す罰則） 

⑤申告から削除までに要する時間 

 

 

①権利者による申告にあたり、提出を求める情報や資料 
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一般的には、売り手を特定する必要があるため、通常は、知的財産権を侵害しているとされ

る URL を通知する必要がある。保護対象とする知的財産権については、制限がなく、商標権、

意匠権、特許権いずれも対象となるが、ブラジル国内で登録されている必要があるため、ブラ

ジル産業財産権庁から認可されていることを証明するため登録証を提示する必要がある。なお、

出願中の標章についても、ブラジル工業所有権法第 130 条のⅢのもとに、「標章の本質的な信

頼性又は名声を守ること」96が保証されている。 

 

 

ブラジル工業所有権法第 130条97 

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 

 

また、Buscapé についていえば、権利者から提出された情報をもとに、削除申告ごとに侵害の有

無を精査しているとのことである。 

 

②掲載情報が削除の対象となりうる基準 

 

 上述の各インターネットショッピングサイトの窓口を通じて、正式に申請された書類に基づ

いてのみ、出品を削除することができる。正式な申請とは、マーケットプレイスに対して訴訟

上または法的な請求を記載した書面を送付するということである。提出すべき書類には、侵害

疑義品が掲載された URL に関わる情報や、自身の権利を証明する登録証を含む。 

 

③掲載情報削除後の対応（出品者の登録状況の公開等） 

 

 各マーケットプレイスから特段情報は得られなかった。一般的には、個人情報保護の傾向も

あり、出品者の登録情報の開示を求めるためには別途申し立てを求められることになるだろう。

なお、その申し立てをインターネットショッピングサイトに請求すれば足りるのか、行政や裁

判所の関与までを求められるのかについては不明である。 

 

④掲載情報の削除以外にサイト側が侵害者に課す罰則） 

 

                                                
96 As above 
97 As above 
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Extra.com.br についていえば、サイトの利用者が知的財産権の侵害に遭遇した場合には、

カスタマーサービスのチャネルを介して、Extra.com.br のポータルに通報すればよく、利用

規約中に、Extra.com.br のポータルは、通報されたコンテンツを提供する掲載を確実に削除

するためのあらゆる措置を講じると規定されていることから、出品の削除以上の罰則を講じる

ことも考えられる。 

 

 また、知的財産権の侵害を繰り返す店舗に対する罰則規定については、どのマーケットプレ

イスも設けておらず、そのような店舗のリストの公表制度も存在しない。しかし、リオデジャ

ネイロなどのいくつかの地方裁判所には、知的財産侵害一般について、侵害行為を繰り返す会

社のリストが存在しているといわれている。 

 

また、ショッピングサイトの運営者は、必要に応じて知的財産侵害を予防するために、警察

やその他の知的財産関連当局と協力している。リオデジャネイロには、知的財産侵害に関わる

犯罪抑止を専門とする以下の２つの警察署が存在している。 

 

 the Immaterial Property Crimes Repression Precinct  

(DRCPIM – Delegacia de Repressão aos Crimes Contra Propriedade Imaterial); 

and the 

 Information Technology Crimes Repression Precinct  

(DRCI – Delegacia de Repressão a Crimes de Informática) 

 

⑤申告から削除までに要する時間 

 

 各ショッピングサイトから、特段情報が得られなかった。 

 

（7）各ショッピングサイト等での最近の取締実績、取締事例  

  

民事訴訟については、今回調査の対象とした３つのショッピングサイトが関わる訴訟事件は

判明しなかったが、アルゼンチンの章で詳説する Mercadolibreを被告した訴訟事件がブラジ

ルで存在したため、以下に紹介する。 

 

Citizen Watch do Brasil S/A  vs  MercadoLivre 

Special Appeal REsp Nº 1.383.354-SP  における 2013 年 8月 26 日付決定 

 

【事件の概要】 

2010 年 8月 25 日に、Citizen Watch do Brasil（以下、シチズンまたは原告という。）が

Mercadolibre のブラジル子会社（以下、Mercadolibre または被告という。）に対し、
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Mercadolibre のプラットフォームを介し、シチズンの疑義侵害品を販売するユーザーがいる

ために、Mercadlibre がシチズンの商標を侵害していると主張し、差止命令および罰金を請求

した。Mercadolibreは、自身のプラットフォーム上でシチズン製品の提供を禁止する差止命

令が言い渡され、１日当たり 6,000 ドルの罰金が課せられた。これに対し、Mercadolibre

は、差止命令決定に対し控訴し、差止命令は一時停止された。控訴審では、Mercadolibreに

有利な決定が下された。2011年 5月 4日に、シチズンは、本決定を明確にする申し立てを行

ったが、棄却されたため、2012 年 5月 28 日に、原告は、控訴裁判所に対して、差止命令救済

に関する特別訴訟を提起した。これに対し、Mercadolibre は、弁護を行ったものの、

Mercadolibre の主張は認められなかった。 

2012 年 9月に原告は、ブラジル上級司法裁判所に対し、差止請求で主張した同様の理由と、

補償および法定損害賠償を求めて、Mercadolibre を提訴した。2013 年 8月 27日、上級司法裁

判所は、原告の訴えに対して、被告は、ユーザーによる知的財産権侵害の疑義について責任を

負わず、被告は、すでに実施されている「notice and take down」の手続に従うべきであると

の判決を下した。98 

 

【上級司法裁判所における判決の主旨】 

マーケットプレイスのウェブサイトに対して、当該ウェブサイト上に掲載される全ての広告の

出所を事前チェックするように強制することはできない。なぜならば、この行為は、彼らが提

供するサービスにとって本質的な活動ではないためである。しかしながら、知的財産権を侵害

する商品が販売されていると通知を受けた際には、ネットワークの仲介者は、不作為によって

損害の加担者とともに責任を負うという罰則のもと、即座に自身のウェブサイトから問題とな

る広告を削除するために、確固たる措置を講じなければならない。 

 

 

以上の判決によれば、ブラジルの裁判所の基本的な理解は、Mercadolibre のような製品販

売と購入の仲介業務を担うウェブサイトは、情報仲介が本質的な業務になるため、実際にスト

アで販売される製品を規制する責任は負わないとしている。上記の上級司法裁判所の判決にお

ける「マーケットプレイスのウェブサイト」とは、商品を販売したいと望む第三者によって提

供される商品をディスプレイし、それらの商品の購入を望む他者から評価されるようなウェブ

サイトであって、利用者によって提示された商品に関わる情報をいかなる方法であっても、編

集、編成、管理することはしない類のインターネットコンテンツプロバイダーに相当する。し

たがって、本判決によって、マーケットプレイスのウェブサイト提供者は、プラットフォームを

介して取引されたすべての商品の出所を事前にチェックする責務を負わないという理解が確立され

ることとなった。その理由としては、上述のとおり、侵害品であるか否か確認することはマーケッ

トプレイスを提供する事業者にとっての本質的な業務ではないためである。したがって、マーケッ

                                                
98 “ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT 

OF 1934” (http://investor mercadolibre.com/static-files/7e33df0d-baa0-494b-a9cc-7d67e7622b3f) 
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トプレイスのウェブサイトの提供者は、販売を目的として掲載された製品の出所が合法であるかど

うかについて、事前チェックを実施するようには、強制されていない。 

 

また、上級司法裁判所の判事は、マーケットプレイスのウェブサイトの提供者が、販売者によ

って何らかの方法で、消費者が不満を感じたり、だまされたと感じた場合には、消費者が取引から

手を引き、クレームすることができる仕組みを確立することによって、ウェブサイトに掲載される

商品の質や出所について保証することはしないと承認している。とはいっても、判事は、社会、特

に、産業界が模倣品や非合法な輸入品に対して、放置しているわけではないということを強調した

うえで、非合法行為を検査、規制、抑止する州の義務に加え、知的財産権に違反する物品の販売に

ついて、権利者が通報することをなんら妨げるものではないとしている。ウェブサイト上で知的財

産権が侵害されたり、侵害品の販売が確認される場合には、インターネットプロバイダー（マーケ

ットプレイスのウェブサイト）は、不作為によって損害の直接の加害者とともに共同で責任を負う

という罰則のもと、プラットフォームから即座に広告を削除するステップを踏まなければならない。 

 

「(4)各ショッピングサイトにおける模倣品対策プログラム」の箇所でも述べたとおり、マーケ

ットプレイス上での侵害品の販売は、訴訟上または法的な請求を記載した書面の通知を介して対

処され、商標、サービス、製品の広告を取り扱う企業に直接送付されて、問題となる製品を掲載す

る URL の削除を請求することになる。もし、こういった通知に対して、当該企業が適切に対応しな

い場合には、権利者は、侵害者およびマーケットプレイスのウェブサイトを提訴することになる。 

 

現行の法制度では、マーケットプレイスウェブサイトの提供者に対する責任は、明確に規定され

ているわけではないが、上記の判決から、マーケットプレイスウェブサイト提供者は、法的に有効

な取引を成立させるために、消費者およびサプライヤー間の注文を取り付けることにより、機能し

ていると解釈される。こういった業務には当然、サービスの利用者にとって、この種の取引に内在

するリスクを最小限にするような利用者保護の仕組みを開発する義務が付帯することになる。 

 

以上、ブラジルにおける状況を概観してきたが、そもそもブラジルにおけるメインプレーヤ

ーは、アルゼンチン企業である Mercadolibre や、アメリカ企業である Amazon等がマーケット

シェアを占めている。このため、ブラジル国内で模倣品販売における削除申告手続きが発展す

るというよりかは、Mercadolibre もアメリカ企業の ebay の資本が入っていた関係もあり、実

態的にはアメリカにおける模倣品販売に対する削除申告手続きが色濃く反映されているものと

想像される。Mercadolibre における手続き等は、次のアルゼンチンの章に記載を行った。 
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