特許庁委託事業

中南米における模倣品対策の制度
および運用状況に関する調査

2022 年３月
独立行政法人 日本貿易振興機構
サンパウロ事務所
（知的財産権部）

6．模倣品の実態および流通ルート................................................................................................................. 177
(1) 模倣品の実態 .............................................................................................................................................. 177
(2) 模倣品の流通ルート .................................................................................................................................. 177
X. ブラジル連邦共和国 ............................................................................................................................................. 179
1．知的財産権の保護等に関連する政府機関 ........................................................................................... 179
2．法律の概要 ......................................................................................................................................................... 180
(1) 特許に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 180
(2) 実用新案に関する法律の概要.............................................................................................................. 182
(3) 意匠に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 184
(4) 商標に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 185
(5) 著作権に関する法律の概要 .................................................................................................................. 187
(6) その他の模倣品対策を規定する法律................................................................................................ 190
3. 知的財産権侵害に対する措置の概要...................................................................................................... 192
(1) 行政措置 ........................................................................................................................................................ 192
(2) 刑事措置 ........................................................................................................................................................ 192
(3) 民事措置 ........................................................................................................................................................ 194
(4) 水際措置 ........................................................................................................................................................ 195
(5) 鑑定制度 ........................................................................................................................................................ 197
4．インターネット上の模倣品.............................................................................................................................. 197
5．その他 ................................................................................................................................................................... 199
6．模倣品の実態および流通ルート................................................................................................................. 199
(1) 模倣品の実態 .............................................................................................................................................. 199
(2) 模倣品の流通ルート .................................................................................................................................. 200
XI. ペルー共和国......................................................................................................................................................... 201
1．知的財産権の保護等に関連する政府機関 ........................................................................................... 201
2．法律の概要 ......................................................................................................................................................... 202
(1) 特許に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 202
(2) 実用新案に関する法律の概要.............................................................................................................. 206
(3) 意匠に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 208
(4) 商標に関する法律の概要 ....................................................................................................................... 210
(5) 著作権に関する法律の概要 .................................................................................................................. 213
(6) その他の模倣品対策を規定する法律................................................................................................ 214
3．知的財産権侵害に対する措置の概要 ..................................................................................................... 215
(1) 行政措置 ........................................................................................................................................................ 215
(2) 刑事措置 ........................................................................................................................................................ 216
(3) 民事措置 ........................................................................................................................................................ 219
vi

巻頭資料
特許権

実用新案権

存続期間

期間延長
・更新*1

PCT*2

存続期間

期間延長・
更新*1

20 年

×

×

10 年

×

20 年

×

×

10 年

〇
(5 年×1 回)

20 年

×

〇

10 年

×

20 年

×

〇

10 年

×

20 年

×

〇

10 年

×

20 年

×

〇

10 年

×

チリ共和国

20 年

×

〇

10 年

×

ドミニカ共和国

20 年

×

〇

15 年

×

パラグアイ
共和国

20 年

×

×

10 年

×

ブラジル
連邦共和国

20 年

×

〇

15 年

×

ペルー共和国

20 年

×

〇

10 年

×

ボリビア
多民族国

20 年

×

×

10 年

×

メキシコ合衆国

20 年

×

〇

15 年

×

アルゼンチン
共和国
ウルグアイ
東方共和国
エクアドル
共和国
エルサルバドル
共和国
グアテマラ
共和国
コロンビア
共和国

*1 〇…延長・更新可、×…延長・更新不可
*2 〇…加盟済み、×…加盟していない

1

意匠権
存続
期間
アルゼンチン
共和国
ウルグアイ
東方共和国
エクアドル
共和国
エルサルバドル
共和国
グアテマラ
共和国
コロンビア
共和国

5年
10 年

期間延長・
更新*1
〇
(5 年×2 回）
〇
(5 年×1 回）

商標権
ハーグ
協定

更新

*2

存続
期間

非伝統的
商標*3

マドプロ*2

×

10 年

〇

〇

×

×

10 年

〇

〇

×

*1

10 年

×

〇

10 年

〇

〇

×

10 年

×

〇

10 年

〇

〇

×

10 年

〇
（5 年×1 回)

×

10 年

〇

〇

×

10 年

×

×

10 年

〇

〇

〇

チリ共和国

10 年
/15 年

×

×

10 年

〇

ドミニカ共和国

5年

×

10 年

〇

〇

×

パラグアイ
共和国

5年

×

10 年

〇

〇

×
〇

〇
(5 年×2 回）
〇
(5 年×2 回）

△
△
(2022 年 (2022 年発
1 月以降）
効予定）

10 年

〇
(5 年×3 回）

×

10 年

〇

△
可能性は
ある

ペルー共和国

10 年

×

×

10 年

〇

〇

×

ボリビア
多民族国

10 年

×

×

10 年

〇

〇

×

メキシコ合衆国

5年

〇
（5 年×4 回）

〇

10 年

〇

〇

〇

ブラジル
連邦共和国

*1 〇…延長・更新可、×…延長・更新不可
*2 〇…加盟済み、×…加盟していない、△予定
*3 〇…登録可能、△…登録可能となる予定

2

侵害に対する措置の
有無

著作権

税関登
録制度
の有無
*4

鑑定制
度の有
無*4

〇

〇

×

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

×

×

〇

×

〇

〇

×

×

原則 75 年

〇

×

〇

〇

×

×

原則 80 年

〇

×

〇

〇

〇

×

チリ共和国

原則 70 年

〇

×

〇

〇

〇

×

ドミニカ共和国

原則 70 年

〇

×

〇

〇

〇

×

パラグアイ
共和国

原則 70 年

〇

×

〇

〇

〇

×

ブラジル
連邦共和国

原則 70 年

×

×

〇

〇

〇

×

ペルー共和国
ボリビア
多民族国

原則 70 年

〇

〇

〇

〇

〇

〇

原則 50 年

〇

〇

〇

〇

×

×

メキシコ合衆国

原則 100 年

〇

〇

〇

〇

〇

×

存続期間
（著作者死後）

登録制度
の有無*4

行政*4

原則 70 年

〇

原則 70 年

アルゼンチン
共和国
ウルグアイ
東方共和国
エクアドル
共和国
エルサルバドル
共和国
グアテマラ
共和国
コロンビア
共和国

刑事

民事
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共和国

ウルグアイ
東方共和国

特許・実用新
案・意匠・商標
著作権
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案・意匠・商標
著作権

Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
https://www.argentina.gob.ar/inpi
Dirección Nacional de Derecho de Autor
https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechodeautor
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著作権

Servicio Nacional de Derechos Intelectuales
https://www.derechosintelectuales.gob.ec/
Centro Nacional de Registros de El Salvador‐Registro de
la Propiedad Intelectual
https://www.cnr.gob.sv/servicios/registro-de-lapropiedad-intelectual/
Ministerio de Economía, Registro de la Propiedad
Intelectual
https://rpi.gob.gt/
Superintendenia de Industria y Comercio
https://www.sic.gov.co/
Dirección Nacional de Derechos de Autor
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Instituto Nacional de Propiedad Industrial
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Servicio Nacional de Propiedad Intelecturaｌ
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https://www.gob.mx/impi
Instituto Nacional Del Derecho de Autor
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(すべて最終アクセス 2022 年 2 月 28 日)
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X. ブラジル連邦共和国
1．知的財産権の保護等に関連する政府機関
i)

ブラジル産業財産庁（Instituto Nacional da Propriedade Industrial（INPI）、以下、ブラジル
連邦共和国の章において「INPI」）
経済省（Ministério da Economia）の一部であり、ブラジルの知的財産権の管理を担当する
政府組織である。
INPI は、知的財産の効率的な保護を通じて、ブラジルの革新および経済開発を促進する
責任を担うとともに、商標の登録、特許の付与、フランチャイズ契約の登録、意匠登録、地
理的表示の登録、ソフトウェア登録および集積回路の登録を監督している。

ii)

全国海賊品対策協議会（Conselho Nacional de Combate à Pirataria（CNCP）、以下「CNCP」）
2004 年 10 月に法務省（Ministério da Justiça e Segurança Pública）の枠組みのなかで設立
された半官半民の組織である。CNCP は、公的機関の 11 名の代表および市民社会組織、
主に民間セクターからの 7 名の代表で構成されている。知的財産の保護に関連する CNCP
の委員の所属は、税関運営総合調整部（Coordenação-Geral de Administração Aduaneira
（ COANA ） 以 下 「 COANA 」 ） 、 連 邦 上 院 （ Senado Federal ） 、 下 院 議 会 （ Câmara dos
Deputados）、ブラジル連邦警察（Policia Federal）、ブラジル連邦高速道路警察（Polícia
Rodoviária Federal）、ブラジル連邦歳入庁（Receita Federal (RFB)）が挙げられる。
COANA は、模倣品の流入を含め、ブラジル国境の全ての通関手続きを平準化するための
規範的な指示の発行を管轄しており、外国貿易に関連するすべての活動の計画、調整、
監督、管理および評価を担当する。
ブラジル連邦歳入庁は、ブラジルの歳入を管轄しており、経済省の事務局である。国境で
の取り組みおよび税務に関連する事項を担当する。
ブラジル連邦警察は、模倣品、サイバー犯罪、組織犯罪および国境管理を含む国家の犯
罪に対応する責任を負う。

iii) 税関運営総合調整部（COANA）
前述のとおり、模倣品の流入を含むブラジル国境全ての通関手続を管轄する。税関規則
（Decree 6759/2009）（Regulamento Aduaneiro）の第 605 条にて、税関は、偽造や模倣した
商標を付した製品または原産地を偽装表示した製品について、職権または利害関係者の
請求により、税関にて差し押さえることができると規定されているものの、実務においては、
税関の職員が、疑わしいという理由のみで自ら権利者を探して通知することはなく、また、
税関は、知的財産権の侵害に基づく最終的な差止め命令を発行する権限はない。
iv) 警察（Policia）
知的財産権侵害に関し、ブラジル連邦警察の関与は限定的であり、禁制品または不正輸
入に関する刑事事件の場合にのみ関与する。それ以外のケースでは、文民警察（Polícia
civil）および軍警察（Polícia militar）が管轄するが、その権限は各州によって異なり、知的財
産権に特化した文民警察ユニットを設立した州も存在する。例えば、リオデジャネイロ州の
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DRCPIM（Delegacia ｄe Repressão aos Crimes contra a Propriedade Intelectual、知的財産
犯罪撲滅のための警察ユニット）が挙げられる。この他、2000 年に、サンパウロ州は DEIC
（Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado）傘下に、知的財産権対策の特
別ユニットを設立した。その他、バイーア州は、2007 年に文民警察の内部に、GEPPI
（Grupo Especializado de Proteção a Propriedade Intelectual、知的財産権保護特別グルー
プ）を設立している。以上から、州によって警察による関与が異なる。
2．法律の概要
(1) 特許に関する法律の概要
特許は、ブラジルの産業財産に関する権利および義務を定めている次の法律に規定されている。
・

産業財産法（1996 年 5 月 14 日法律第 9279 号）（Lei nº 9.279, de 14 de Maio de 1996、以
下、ブラジル連邦共和国の章において「産業財産法」）

以下の要件を満たす発明には特許が付与される（産業財産法第 8 条）。
i)

新規性

ii)

進歩性

iii) 産業利用可能性
一方、以下に該当するものは発明とみなされない（産業財産法第 10 条）。
i)

発見、科学的理論および数学手法

ii)

純粋に抽象的な概念

iii) 商業的、会計、財政、教育、出版、くじまたは経済的性質のシステム、計画、理論または手
法
iv) 文学的、建築、美術および科学的な作品またはその他審美的創造物
v)

コンピュータプログラムそれ自体

vi) 情報の提示
vii) 遊戯のルール
viii) 人間または動物の身体に使用する手術または外科的技術および治療または診断の方法
ix) 自然生物の全部または一部および自然またはそこから分離したもの、自然生物的プロセス
において発見される自然生物のゲノムまたは生殖質を含む生物学的材料
特許の存続期間は出願日から 20 年である（産業財産法第 40 条）。権利の維持には年間料を支
払わなければならず、また、特許は更新することはできない（産業財産法第 84 条）。
なお、ブラジルは PCT の加盟国である。
① 出願から登録までの手続き
特許の出願から登録までの手続は、以下のとおり。
i)

出願

ii)

事前審査

iii) 公開
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優先日または出願日より 18 か月後に公開される。第三者は異議を申し立てることができ
る。
iv) 方式審査
出願日から 36 か月以内に実施しなければならない。
補正を求められた場合は、出願人は 60 日以内に対応しなければならない。
v)

実体審査
拒絶通知の場合、出願人は 90 日以内に要件を満たすよう補正するか、これに反論する。
対応しない場合は、出願を放棄したとみなされる。

iv) 査定
審査にて特許付与が認められた場合は、登録料を支払った後、特許が付与される。
拒絶査定に対し、出願人は、INPI に不服を申し立てることができる。申立が却下された場合は
拒絶が確定する。申立が受理された場合、INPI は申立通知を公告する。公告から 60 日以内に
利害関係者による反論が提出される。審理が行われ、拒絶通知の場合、申立人は 60 日以内に
対応しなければならない。拒絶通知でない場合または拒絶通知に対して出願人が対応した場
合、審理が行われ、特許の付与または拒絶確定の審決が下される。
② 特許権侵害
特許権者の同意なく、以下の製造、使用、販売の申し出、または輸入は特許権の侵害とみな
される（産業財産法第 42 条）。
i)

特許の対象である製品

ii)

特許が付与された手順またはその手順によって直接取得された製品

ただし、以下に該当する場合は、特許権侵害とみなされない（産業財産法第 43 条）。
i)

特許権者の経済的利益を損なわない範囲で、権限のない第三者による商業目的ではな
い私的な行為

ii)

研究または化学または技術研究に関する実験的な目的による権限のない第三者による
行為

iii) 有資格の専門家が実施する、個別の処方箋に従う医薬品の準備
iv) 特許権者により直接または同意を得て、国内市場の特許が付与された手順または製品
に従い製造された製品
v)

生物に関連する特許の場合、特許を受けた製品を、他の製品を入手するための初期の
変更または伝搬として、第三者が経済的目的を持たず使用すること

vi) 生物に関連する特許について、特許権者または許認可を受けた者による適法に市場に
参入している特許を受けた製品の使用、流通または商業化。ただし、問題となる生き物を
商業的に繁殖させないまたは普及のために使用しない場合に限る。
vii) 特許の有効期間の満了後に、特許を受けた製品の使用または商業化を目的とし、国内
外で許可を求めるための情報、データおよびテスト結果を出すために実施された、特許
を受けた発明に関する、権限のない第三者による行為
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特許権の侵害に対する法的措置は、共有の場合を含め特許権者によって提起されなければ
ならない（産業財産法第 207 条）。従って親告罪である。また、独占的または非独占的を問わず、
特許権を行使する権限を付与されている許諾者は、特許権侵害に対して法的措置を提起する
ことができる（産業財産法第 62 条）。ディストリビューターまたは特許の保護についての利害関係
者も同様である。
③ 無効審判等
特許が付与されて 6 か月以内に、INPI または利害関係者は見直しを提起することができ、特
許権者は 60 日以内に対応しなければならない。技術審査が行われ、技術審査による意見に対
し、特許権者および申立人は、60 日以内に答弁しなければならない。その後審理が行われ、特
許権の維持、修正を条件とした維持、または無効の審決が下される。
(2) 実用新案に関する法律の概要
実用新案についても、特許と同様、産業財産法にて定められている。
産業利用可能性があり、新しい形または組み合わせを表し、その使用または製造において機能
的な改善をもたらす発明を伴う場合、実用性のある物体またはその一部は、実用新案権として保
護される（産業財産法第 9 条）。
一方、以下のものは、実用新案とみなされない（産業財産法第 10 条）。
i)

発見、科学的理論および数学的手法

ii)

純粋に抽象的な概念

iii) 商業的、会計、財政、教育、出版、くじまたは経済的性質のシステム、計画、理論または手
法
iv) 文学的、建築、美術および科学的な作品またはその他審美的創造物
v)

コンピュータプログラムそれ自体

vi) 情報の提示
vii) 遊戯のルール
viii) 人間または動物の身体に使用する手術または外科的技術および治療または診断の方法
ix) 自然生物の全部または一部および自然またはそこから分離したもの、自然生物的プロセス
において発見される自然生物のゲノムまたは生殖質を含む生物学的材料
産業財産法に定められる要件を満たした技術のあらゆる分野の実用新案は実用新案権として
保護の対象となるが、以下に該当するものは除外される（産業財産法第 18 条）。
i)

道徳、良い慣習および治安、秩序および健康に反するもの

ii)

原子核の変形をもたらす場合で、あらゆる種類の物質、事項、混合物、要素または製品、そ
れらの物理化学的財産の改良、およびそれらを取得または改良する各プロセス

iii) 3 つの特許の要件（新規性、進歩性および産業利用可能性）を満たし、単なる発見ではな
い、微生物の遺伝子組み換えを除く生物の全てまたは一部
実用新案の有効期間は出願日から 15 年である（産業財産法第 40 条）。実用新案は更新するこ
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とはできず、年間料を支払わなければならない（産業財産法第 84 条）。
① 出願から登録までの手続き
特許法と同様で、以下のとおりである。
i)

出願

ii)

事前審査

iii) 公開
優先日の出願日より 18 か月後に公開される。第三者は異議を申し立てることができる。
iv) 方式審査
出願日から 36 か月以内に実施しなければならない。
補正を求められた場合は、出願人は 60 日以内に対応しなければならない。
v)

実体審査
拒絶通知の場合、出願人は 90 日以内に要件を満たすよう補正するか、これに反論する。
対応しない場合は、出願を放棄したとみなされる。

vi) 査定
審査にて実用新案権が認められた場合は、登録料を支払った後、実用新案権が付与さ
れる。
実用新案権付与の拒絶に対し、出願人は、INPI に不服を申し立てることができる。申立が却
下された場合は拒絶が確定する。申立が受理された場合、INPI は申立通知を公告する。公告か
ら 60 日以内に利害関係者による反論が提出される。審理が行われ、拒絶通知の場合、申立人
は 60 日以内に対応しなければならない。拒絶通知でない場合または拒絶通知に対して出願人
が対応した場合、審理が行われ、実用新案権の付与または拒絶確定の審決が下される。
② 実用新案権侵害
特許権と同様で、侵害行為を規定した産業財産法第 42 条および侵害行為から除外される事
項を規定した第 43 条が適用される。
実用新案権の侵害に対する法的措置についても特許権と同様で、実用新案権の侵害に対す
る法的措置は、共有の場合も含め実用新案権者によって提起されなければならず、親告罪であ
る。また、独占的または非独占的を問わず、実用新案権を行使する権限を付与されている許諾
者は、実用新案権侵害に対して法的措置を提起することができる。ディストリビューターまたは実
用新案の保護についての利害関係者も同様である。
③ 無効審判等
特許権と同様で、実用新案が付与されて 6 か月以内に、INPI または利害関係者は見直しを
提起することができ、実用新案権者は 60 日以内に対応しなければならない。技術審査が行わ
れ、技術審査による意見に対し、実用新案権者および申立人は、60 日以内に答弁しなければ
ならない。その後審理が行われ、実用新案権の維持、修正を条件とした維持、または無効の審
決が下される。
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(3) 意匠に関する法律の概要
意匠についても、産業財産法にて定められている。
意匠は、物品の装飾的な創造的構造または線と色彩の装飾的な組み合わせで、製品に適用す
ることができ、その外見に新しくて独創的な視覚を与え、工業生産の型として機能しうるものとされ
る（産業財産法第 95 条）。純粋に芸術的な性質をもつ作品は意匠とみなされない（産業財産法第
98 条）。
また、次に該当するものは意匠として登録されない（産業財産法第 100 条）。
i)

道徳および良い慣習に反する場合、人々の尊厳または印象を損なうもの、良心、信心、宗
教的儀式または尊重および畏敬に値するアイデアおよび感情の自由に反するもの

ii)

物品に必要な一般的または通常の形、さらに、技術的または機能的な事項から本質的に
決定されるもの

意匠の存続期間は、登録日から 10 年間であり、5 年間を 3 回まで更新することができる（産業財
産法第 108 条）。
なお、ブラジルは、ハーグ協定に未加盟である。
① 出願から登録までの手続き
手続きは以下のとおりである。
i)

出願

ii)

事前審査

iii) 方式審査
拒絶通知が発行された場合、出願人は 60 日以内に対応しなければならない。
iv) 登録の付与および公告
審査にて承認された場合は登録の付与および公告が出される。出願人の要請があった
場合は、実体審査が行われる。
出願の拒絶に対し、出願人は 60 日以内に申し立てることができる。申立が却下された場合は
拒絶が確定する。申し立てが受理された場合、60 日以内に利害関係者による審理を行い、審決
が下される。
② 意匠権侵害
意匠権者の同意なく、以下を、製造、使用、販売の申し出、販売または輸入した場合は、意匠
権の侵害とみなされる（産業財産法第 109 条および第 42 条）。
i)

意匠権の対象となっている製品

一方、以下に関連する場合、意匠権の侵害とはみなされない（産業財産法第 109 条および第
43 条 i、ii および iv）。
i)

私的かつ商業目的ではない、権限のない第三者による行為。ただし、権利者の経済的
利益を損なうことがない場合

ii)

研究または科学的もしくは技術的リサーチに関連して、実験目的による権限のない第三
者による行為
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iii) 権利者によりまたはその同意により直接国内市場に導入された特許が取得された手順ま
たは製品に従って製造された製品
意匠権の侵害に対する法的措置についても特許権および実用新案権と同様で、侵害に対す
る法的措置は、共有の場合を含め意匠権者によって提起されなければならず、親告罪である。
また、契約にて、独占的または非独占的を問わず、意匠権を行使する権限を付与されている許
諾者は、意匠権侵害に対して法的措置を提起することができる。ディストリビューターまたは意匠
権の保護についての利害関係者も同様である。
③ 無効審判等
意匠の登録が付与され、公告されてから 60 日以内に審判が提起された場合、登録は保留と
なる。5 年以内に、INPI または利害関係者は見直しを提起することができ、意匠権者は 60 日以
内に対応しなければならない。審査および技術的意見が出された後、60 日以内に意匠権者お
よび申立人はそれぞれ主張し、審理が行われ、意匠権の維持または無効の審決が下される。
(4) 商標に関する法律の概要
商標についても、ブラジルの産業財産に関する権利および義務を定めている産業財産法にて、
定められている。
法律の規定で禁止されていない限り、視覚的に認識できる識別可能な標章は商標登録の対象
となる（産業財産法第 122 条）。ブラジルで登録され、広く知られているとみなされた商標は、あらゆ
る分野の活動において、特別に保護される（産業財産法第 125 条）。
一般的に、商標は適切に登録された場合にのみ保護されるが、登録されていない商標も保護さ
れうる。パリ条約の第 6 条の 2（1）に規定される分野において広く知られている商標は、過去の登録
またはブラジルでの登録から独立して、特別な保護を受ける（産業財産法第 126 条）。ただし、商標
が広く知られているとみなされるためには、特別な条件および要件を満たさなければならない。
なお、商標として登録されない項目が、以下を含め 23 規定されている（産業財産法第 124 条）
i)

国家、外国または国際的な組織の紋章、メダル、旗、エンブレム、公的な記念碑など

ii)

十分に識別可能である場合を除き、個別の文字、数字または日付

iii) 道徳および良い慣習に反するまたは人々の尊厳もしくは印象を損なうもの、または、良心、
信心、宗教的儀式または尊重および畏敬に値するアイデアもしくは感情の自由に反する表
現、形態、図示その他のサイン
iv) 公的な事業体または施設により登録が求められなかった場合に、公的な事業体または施設
の名称または頭文字
v)

識別可能なサインに関連して混乱を生じさせる施設の名称または第三者に属する事業の
特徴または名称を識別する要素の複製または模倣

商標登録権者は、次の権利を保障されている（産業財産法第 130 条）
i)

登録または出願の譲渡

ii)

その使用の許諾
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iii) 重大な品位または評判を求める権利
権利者は、権利行使において以下の制限を受ける（産業財産法第 132 条）。
i)

商人またはディストリビューターに対し、彼らに属する識別可能なサインについて、宣伝およ
び商業化のために製品のマークとともに使用することを妨げることはできない

ii)

部品の製造を妨げることはできない

iii) 自身または同意を得た他の者により国内市場に導入された製品の自由な流通を妨げること
はできない
iv) 商業的な意味がなく、識別可能な特性を損なうものでない場合、スピーチ、科学的または
文学的な作品またはその他の発行物において、かかるマークについて言及することを妨げ
ることはできない
産業財産法では、立体商標の保護に関する特定の規定はないが、非伝統的商標の保護は、産
業財産法にて禁止されている場合を除き、視覚的に認識できる識別可能なサインを商標として登
録を認める産業財産法第 122 条の規定が適用される。しかし、登録の要件は、産業財産法第 124
条（XXI）に依拠できる。産業財産法第 124 条は、商標として登録されない項目を定めており、かか
る項目のひとつに、（XXI） 製品またはその包装に必要な、一般的または通常の外形、さらに技術
的効果と無関係ではない外形、が規定されている。その他の非伝統的商標の保護にかかる規定
はない。
商標の有効期間は、登録日から 10 年間で、10 年ごとに更新することができる（産業財産法第
133 条）。
なお、ブラジルは、マドプロの加盟国である。
① 出願から登録までの手続き
手続きは以下のとおりである。
i)

出願

ii)

事前審査

iii) 公開
異議申立があった場合は、出願人は 60 日以内に対応しなければならない。
iv) INPI による審査
審査の所要期間は、異議申立がない場合は、約 1 年半、異議申立がある場合は約 4 年
である。
v)

査定
審査により認められた場合は、原則として 60 日以内に登録料を支払い、商標登録が付
与される。審査の結果が出た後は、出願を取り下げることができない。

登録の拒絶に対し、出願人は 60 日以内に申し立てることができる。
② 商標権侵害
第三者による、次の行為は商標権の侵害となる。
i)

商標権者から事前の承認または同意なく、同一または類似の役務または商品に対して、
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同一または類似の登録商標を使用すること
ii)

産業財産法に基づく、商標権者または保留中の商標出願の出願者の品位および評判を
守る権利を害すること

特許と同様に、侵害に対する法的措置は商標権者により提起されるものと定められており、商
標権の侵害は親告罪である。また、契約にて、独占的または非独占的を問わず、商標権を行使
する権限を付与されている許諾者は、商標権侵害に対して法的措置を提起することができる。
③ 無効審判等
商標の登録が付与されてから 180 日以内に無効の求めが提起された場合、商標権者は 60 日
以内に対応しなければならない。また、登録の付与から 5 年を経過した後に不使用による取消
訴訟が提起された場合、商標権者は商標使用の証拠を提出しなければならない。商標権者が
対応しない場合は、INPI が審査し、登録の維持または取り消しの審決が下される。
④ 悪意の商標
前述のとおり、パリ条約の第 6 条の 2（1）の規定によれば、分野において広く知られている商
標は、過去の登録またはブラジルでの登録の有無に関係なく、特別な保護を受ける。INPI は、
広く知られている商標の全てまたは一部の複製または模倣した商標の出願を職権で拒絶する権
限を有する（産業財産法第 126 条）。
また、広く知られている商標の所有者は、自身の商標に基づき、無効を求める申立、または、
行政措置をとることができる。法的措置の申立から 60 日以内に、ブラジルで広く知られている商
標の登録を出願する。
(5) 著作権に関する法律の概要
著作権は、以下に規定されている。
・

著作権および著作隣接権に関する法律（1998 年 2 月 19 日法律第 9610 号）（Lei nº 9.610,
de 19 de Fevereiro de 1998、以下、ブラジル連邦共和国の章において「著作権法」）

著作権法によると、保護されている知的作品は、精神的創作物で、表現の形式、媒体が何であ
れ、有形または無形、既に知られているまたは将来発見されるかにかかわらず、固定性のあるもの
で、次が含まれる。
i)

文学、美術または科学的作品の文章

ii)

講義、演説、説教および同種類の作品

iii) 演劇および演劇音楽作品
iv) 文面またはその他の方法で記されている舞台公演の振り付けまたはパントマイム作品
v)

歌詞の有無にかかわらず音楽編曲

vi) 音声の有無にかかわらず、映画作品を含む視覚作品
vii) 写真に類似したプロセスによって生産された写真作品およびその他の作品
viii) 図、絵画、彫刻、リトグラフおよびキネティックアート
ix) イラスト、地図および同種類の他の作品
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x)

地理学、工学、建築、公園および庭園計画、地形学、舞台装置および科学

xi) 新規の知的創造として提示された、オリジナル作品の翻案、編曲、編成、翻訳およびその
他の改変
xii) コンピュータプログラム
xiii) 対象の選択、調整または編曲により、知的創造物を構成する収集または合併、選集、辞書、
百科事典、データベースおよびその他の作品
著作権法では、次のものは、著作権の保護から除外される。
i)

アイデア、規範的手順、システム、手法または数学的プロジェクトまたはその概念

ii)

精神的行為、ゲームまたは事業実施の計画またはルール

iii) あらゆる種類の科学的その他の情報の記入を意図した未記入の用紙およびそこに表現さ
れている指示
iv) 条約または協定、法律、政令、規則、司法判断その他公的に制定されたものの文章
v)

カレンダー、日記、登録または情報的解説のための説明文

vi) 切り離された名称およびタイトル
vii) 作品に具現化されたアイデアの産業的または商業的使用
viii) 特定の法令で保護されている場合を除き、技術水準
ix) 単なる報道資料にすぎない特性をもつ毎日のニュース
ブラジルの法律は、著作権の対象となる作品リストを規定しているが、かかるリストは網羅的では
なく、リストに含まれない場合でも、要件を満たせば、法律のもとで保護を受ける。
著作者の経済的権利は、生存期間および民法（Código Civil）に基づく相続順位の遵守に従い、
死亡した年の翌年 1 月 1 日から 70 年間保護される。相続人なく死亡した共同著作者の権利は、
生存者の権利として加えられなければならない（著作権法第 41 条）。共同著作者の文学的、芸術
的または科学的作品が分割できない場合、第 41 条で規定されている保護期間は、共同著作者の
最後の生存者の死亡から起算されるものとする（著作権法第 42 条）。
匿名または変名作品の経済的権利の保護期間は、最初の発行の翌年 1 月 1 日から起算して 70
年となる（著作権法第 43 条）。
視覚、写真および集合著作物の経済的権利は、その発行の翌年 1 月 1 日から起算して 70 年間
保護される（著作権法第 44 条）。
著作権の保護期間を更新することはできない。
① 著作権侵害
著作権法によると、著作者またはその相続人は、著作者人格権の行使について独占権を有
する。著作者はまた、保護された作品の使用、享受および処分について独占権を有する（著作
権法第 28 条）。保護された作品の使用は、優先的および特別の権限を条件としている。そのた
め、著作者またはその相続人により行使される著作者人格権の行使に関する行為は、侵害とみ
なされる。
以下は、著作権侵害行為の例示である（著作権法第 29 条）。
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i)

全部または部分的な複製

ii)

発行

iii) 翻案、音楽の設定またはその他の転換
iv) あらゆる言語への翻訳
v)

視聴覚作品への組み込み

vi) 作品の使用または開発のために著作者が第三者と締結した契約に規定されていない頒
布
vii) あらゆる手法または手順によって、あらゆる人々が、自身が個別に選択した場所および
時間に作品にアクセスできる方法で、作品を公開すること
viii) 次の方法により文学的、芸術的または科学的作品について公衆に通信すること
(a) 実演、朗読、弁論
(b) 音楽的実演
(c) 音響または同等のシステムの使用
(d) 放出、送信またはラジオまたはテレビ放送
(e) 公衆により頻繁に実施される送信、伝達の受信
(f)

バックグラウンド音楽の提供

(g) 視聴覚、映画または同等の表現
(j)

立体的作品、造形美術作品の展示

ix) コンピュータ、マイクロフィルムその他のアーカイブ手段におけるデータベース、ストレー
ジへの組み込み
x)

現存または将来考案されうるその他の使用形態

刑法（Código Penal (Decreto-Lei nº 2,848/1940)、以下、ブラジル連邦共和国の章において
「刑法」）は、著作権侵害について以下のとおり定めている（刑法第 184 条）。
i)

違反行為が、著作者、適切な場合は演者またはプロデューサー、または彼らの代理人か
らの特別な許可なく、あらゆる手段または手順で、知的作品、翻訳、実演またはレコード
からの直接的または間接的な利益を目的とした、全てまたは部分的な複製で構成される
場合

ii)

直接的または間接的な利益を目的とし、権利者または彼らの代理人の特別な許可なく、
著作権、演者の権利、レコードのプロデューサーの権利または知的作品またはレコード
のオリジナルまたはコピーを貸借している者の権利を侵害し、複製された知的作品また
はレコードのオリジナルまたはコピーを頒布、販売、販売のための展示、賃貸、国内への
流入、入手、隠匿、預入をする場合

iii) 直接的または間接的な利益を目的とし、著作者、演者、プロデューサーまたは彼らの代
理人からの特別な許可なく、ケーブル、ファイバー光学、サテライト、電波またはその他の
システムにより、利用者があらかじめ要求をすることで、希望の時間および場所で受信す
る作品または製品を選択することを可能にする、一般への申し出から構成される侵害行
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為
前述 i) および ii) については、原告が法的措置を提起することを要求しないが、実務において
は、刑事手続きの開始前に、原告が法的措置を提起することが一般的である。iii) は親告罪で、
著作権者、著作者の相続人（著作者が死亡している場合）または作品が公有財産の場合は、国
による法的措置の提起が必要である。
② 著作権登録制度
著作権の保護は、登録または形式から独立しており（著作権法第 18 条）、登録は単なる宣言
に過ぎない。そのため、ブラジルでは著作権登録制度は存在しない。通常、作品の性質により、
異なる事業体に登録される。音楽作品は、音楽院（Escola de Música）、視覚芸術作品は、リオデ
ジャネイロ連邦大学の美術学校（Escola Nacional de Belas Artes）、工学および建築作品は、連
邦 工 学 ・ 建 築 ・ 農 学 委 員 会 （ Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia
(CONFEA)）に登録される。
文学作品は、国立図書館（Biblioteca Nacional）に登録することができるが、近年、国立図書館
は、文学のみならず、他の種類の作品の登録も受け付けている。国立図書館により提供されるシ
ステムは登録のためには最適であると考えられており、まずは同システムへの登録が望ましい。
国立図書館に作品を登録するためには、著作者は自身についての情報などを様式に記入し、
作品および他の書類とともに提出しなければならない。登録のための審査はない。
(6) その他の模倣品対策を規定する法律
i)

「著作権侵害対策法」として知られる 2003 年 7 月 1 日法律第 10695 号（Lei nº 10.695 de
1º de julho de 2003）では、模倣品に対する刑事措置を規定している。

ii)

「消費者保護法」として知られる 1990 年 9 月 11 日法律第 8078 号（Lei nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990）。

その他、タバコ関連商品、薬品およびその他化学物質に関する製造、流通、輸出入に関する規
則が、ブラジル国家衛生監督庁（Agência Nacional de Vigilância Sanitária（ANVISA））によって規定
されている。主な規則、通知は以下のとおり。
分
規則、通知等
野
Statute 6,360/1976
（Lei nº6.360, de 23 de Setembro de 1976）
一
般

医
薬
品

Rule #497/2021
（RDC Nº 497, de 20 de Maio de 2021）
Rule #301/2019
（RDC Nº 301, de 21 de Agosto de 2019）
Ordinance #47/2019
(IN Nº 47, de 21 de Agosto de 2019)

内容
保健分野の規制の対象となる、製造を
含む事業および全ての種類の製品に
対する一般的な要件を規定している。
保健分野の規制の対象となる、全ての
種類の製品に対する、適正製造基準
（GMP）証明書を取得するための行政
手続きについて規定している。
医薬品の GMP の一般的なガイダンスを
定めている。
医薬品の品質および検証に関する補完
的な GMP ガイダンスを定めている。
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分
野

規則、通知等
Rule #205/2017
(RDC Nº 205, de 28 de Dezembro de 2017)
Ordinance #36/2019
（IN Nº 36, de 21 de Agosto de 2019
Rule #392/2020
(RDC Nº 392, de 26 de Maio de 2020)
Rule #69/2014
(RDC Nº 69, de 8 de Dezembro de 2014)

原
薬

Rule #392/2020
(RDC Nº 392, de 26 de Maio de 2020)

Rule #362/2020
(RDC Nº 362, de 27 de Março de 2020)

食
品

Rule #392/2020
（RDC Nº 392, de 26 de Maio de 2020）
Rule #216/2004
(RDC N° 216, de 15 de Setembro de 2004)
Rule #16/2013
(RDC Nº 16, de 28 de Março de 2013)

医
療
機
器

Ordinance #8/2013
（IN Nº 8, de 26 de Dezembro de 2013）

Rule #183/2017
(RDC Nº 183, de 17 de Outubro de 2017)
化
粧
品
衛
生
製

Rule #48/2013
(RDC Nº 48, de 25 de Outubro de 2013)
Rule #47/2013
(RDC Nº 47, de 25 de Outubro de 2013)

内容
臨床試験を実施し、希少疾病用医薬品
の販売承認と GMP 証明書の取得のた
めの特別な手順を定めている。
生物学的製品および原薬の補完的な
GMP ガイダンスを定めている。
COVID-19 の感染拡大により、医薬品
および原薬に関する GMP の臨時およ
び暫定的なガイダンスと行政手続きを
定めている。
原薬の GMP の一般的なガイダンスを定
めている。
COVID-19 の感染拡大により、医薬品
および原薬に関する GMP の臨時およ
び暫定的なガイダンスと行政手続きを
定めている。
原薬の外国製造者の GMP 証明書を取
得するための要件と検査プログラムにつ
いて規定している。
COVID-19 の感染拡大により、医薬品
および原薬に関する GMP の臨時およ
び暫定的なガイダンスと行政手続きを
定めている。
食品関連サービスを提供する企業向け
の GMP の一般的なガイダンスを定めて
いる。
医療機器および対外診断機器の GMP
の一般的なガイダンスを定めている。
医療機器および対外診断機器に関す
る GMP の一般的なガイダンスについ
て、かかる製品の輸入、流通および保
管に責任を持つ企業に対する適用範
囲を定めている。
医療機器の外国製造者（ブラジルにもメ
ルコスール（南米南部共同市場）にも設
立されていない）の GMP 証明書を取得
するための検査プログラムと行政手続き
を定めている。
個人の衛生製品、化粧品、香水に関す
る GMP の一般的なガイダンスを定めて
いる。
製品消毒の GMP の一般的なガイダンス
を定めている。
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分
野
品
た
ば
こ
製
品

規則、通知等

内容

Rule #559/2021
(RDC Nº 559, de 30 de Agosto de 2021)

たばこ製品の販売承認を取得するため
の技術的要件を定めている。

3. 知的財産権侵害に対する措置の概要
(1) 行政措置
ブラジルでは、知的財産権に関する行政管轄がなく、知的財産権の侵害に対する行政措置は
取られない。税関は、職権または権利者の求めに基づき、侵害品を通関の時点で差し押さえること
ができるが、侵害品の利害関係者に対して、司法上の没収や廃棄の申立を行うよう通知するにとど
まり、最終的な救済措置をとることはできない。
(2) 刑事措置
① 特許権、実用新案権、意匠権および商標権の侵害
産業財産法では、特許（実用新案含む）、意匠および商標に対する犯罪を含むブラジル国内
での産業財産権に対する犯罪を規制し、不公正な競争として罰せられる可能性のある行為を以
下のとおり定めている（産業財産法第 195 条）。
i)

特許または実用新案に違反して製造された製品、または登録された意匠を不法に利用
した製品を経済目的で輸出、販売または輸入した場合、1 か月から 3 か月の懲役または
罰金が科せられる（産業財産法第 184 条(I)(II)、および第 188 条（I）（II））。

ii)

無断で、特許または実用新案の対象となる製品の手段または手順の利用または製品の
製造、または登録された意匠を製品に組み込んだ場合、3 か月から 1 年の懲役または罰
金が科せられる（産業財産法第 183 条(I)(II)、および第 187 条）。

iii) 特許の主題を利用する目的で、特許製品の部品または特許方法を実行するための材料
または機器を供給した場合、1 か月から 3 か月の懲役または罰金が科せられる（産業財
産法第 185 条）。
iv) 商標の場合、同意なしに別の製品を（完全にまたは部分的に）複製したり、市場の製品
にすでに適用されているマークを模倣または変更したりする登録は、3 か月から 1 年の懲
役または罰金が科せられる（産業財産法第 189 条）。
v)

さらに、特許や意匠の場合と同様に、違法に複製されたマークをブランド化した製品の輸
入、輸出、販売、または第三者の包装における製品の違法な梱包は、1 か月から 3 か月
の懲役または罰金が科せられる（産業財産法第 190 条）。

vi) これらの罰金は、刑法のガイドラインによって罰せられ、10 日から 360 日分の罰金が科せ
られ、状況に応じて増減される（産業財産法第 197 条）。罰金の単位（dias-multa）の金額
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は裁判官が決定し、最低賃金の 30 分の 1 以下または 5 倍以上に設定することはできな
い。
vii) 違反者が被許諾者に関連している場合、または、変更、複製もしくは模倣された商標が
周知性を有している場合、罰則はさらに 3 分の 1 から 2 分の 1 追加されうる（産業財産法
第 196 条）。
② 著作権侵害
刑法には、知的財産に関連して罰せられる行為、特に著作権侵害行為に関する規定がある
（刑法第 184 条および第 186 条）。
i)

著作権およびそれに関連する権利の侵害は、通常、3 か月から 1 年の懲役、または罰金
が科せられる。

ii)

違反が経済的目的で行われ、著作権で保護された作品の、無断での完全または部分的
な複製または販売、貸与または配布で構成される場合、2 年から 4 年の拘禁と罰金が科
せられうる。

iii) 経済的な目的で、インターネットを介して著作権で保護された作品にアクセスする手段を
提供する者にも同じ罰則が適用される。
iv) 著作権が制限されている場合、または個人が経済的目的なしに私的使用のみに知的作
品のコピーを使用する場合、罰則は適用されない。
③ 手続き
刑 事 措 置 に よ り 罰 則 を 適 用 す る 手 続 き は 、 多 く の場 合 、 刑 事 訴 訟 法 （ Decreto-Lei nº
3,698/1941, Código de Processo Penal、以下、ブラジル連邦共和国の章において「刑事訴訟法」）
の枠組みに従う（刑事訴訟法第 524 条から第 530 条および第 530 条Ａから I）。詳細は、特許権
法（第 196 条から第 210 条）、著作権法（第 106 条、第 109 条および第 109 条Ａ）および著作権
侵害に適用される訴訟の種類を規定する刑法に定められている。
通常の刑事手続と知的財産の刑事手続との最大の違いは、事実確認に利用される証拠の主
な形式である法医学的調査と捜査および押収に関する事項である（刑事訴訟法第 525 条、第
527 条、第 530 条、第 530 条Ｂ、第 530 条Ｃ、第 530 条Ｄおよび第 530 条Ｆ）。法的措置を提起
する権利を証明しない限り、捜査を命じることはできない（刑事訴訟法第 526 条）。
刑事訴訟は、国内の州刑事裁判所（Varas criminais da justiça estadual）に提起しなければな
らない。再犯者に対する厳罰化の規定はない。
④ 模倣品の処分
刑事訴訟法の第 530 条Ｇによると、裁判官は、判決の際に、違法に生産または複製された商
品の破壊を決定することができる。主に違法な生産または複製に使用された場合、連邦機関に
押収された機器は破壊するまたは研究目的もしくは社会的支援のために学校に提供することが
できる。また、国有財産となることもある。
⑤ 刑事措置の評価
知的財産権のために刑事措置を使用することの主な利点は、侵害行為の証拠の提出および
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侵害者による証拠の破壊または隠蔽の回避を目的とし、予備捜査と押収を申し立てることができ
ることである。予備捜査および押収を求めることは通常、証拠の早期提出がより複雑な民事訴訟
の提起より容易である。かかる手続きで得られた証拠を民事および刑事訴訟において使用する
ことが可能であるため、予備捜査および押収の申立は、民事侵害訴訟および刑事手続自体の
出発点として役立つ可能性がある。一方、主な不利な点は、知的財産権者が、民事訴訟の場合
ほど手続きを管理できないことである。管理ができないことから生じる不利益は、仮差止命令が
知的財産権者の管理下にないことである。また、損害賠償を請求することが不可能であるという
ことも、多大な不利益となる。
(3) 民事措置
ブラジルでは、民事訴訟は最も一般的な救済措置である。民事訴訟は 2 つのタイプに分かれて
おり、州裁判所は侵害訴訟を審理し、連邦裁判所（Justiça federal）は、無効訴訟および連邦政府
による行為に関するすべての訴訟を審理する。
侵害訴訟の所要期間を見積もることは難しいが、裁判所が電子訴訟を実施していることを考慮
すると、平均の所要期間は以下のとおりである。最高裁判所（Supremo Tribunal Federal）に上告し
て、四審となる可能性があることに注意が必要だが、一般的ではない。
・

第一審で 2 年から 3 年

・

控訴裁判所で 2 年から 3 年

・

連邦法（通常、産業財産法、民法または民事訴訟法（Código de Processo Civil））の違反が
ある場合は、高等裁判所（Superior Tribunal de Justiça）で 2 年から 3 年

また、当事者が和解による解決を決定した場合、特に証拠の早期提出がある場合または証拠の
提出に費用がかかり、訴訟が第一審にて裁判となるまでに時間を要する場合、裁判の前に解決さ
れる事件もある。手続きは以下のとおりである。仮差止命令の請求が決定された後、通常、和解の
聴聞が行われる。特許侵害訴訟の技術的な課題を考慮し、裁判官は通常、公平な専門家を任命
する。当事者は、自身の技術アシスタントを任命することもできる。裁判所が任命した専門家が技
術的な意見を提出すると、当事者の技術アシスタントは、専門家の結論に応じて彼らの意見を提
示することができる。なお、民事において、再犯者に対する厳罰化の規定はない。
① 手続き
民事訴訟が提起され、仮差止命令が出されない場合は、裁判所による判決が下される。当事
者が判決に不服な場合は、控訴することができる。被告の控訴が認められない場合は、侵害行
為を停止しなければならない。仮差止命令の求めに対し、かかる命令が出されない場合は、権
利者は抗告することができる。また、仮差し止め命令が出された場合、被告は申し立てることが
できるが、その結果、差し止め命令が出た場合、被告は侵害行為を停止しなければならない。
知的財産権の侵害に対する民事訴訟は、州裁判所に提起する。とりわけ、サンパウロ州立裁
判所およびリオデジャネイロ州立裁判所は、知的財産を含むビジネス法に特化した民事裁判所
（varas cíveis）（第一審）および日本の法廷にあたるチェンバー（câmaras）（控訴裁判所）を有す
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る。全ての紛争は裁判官によって判断され、特許権侵害に対する訴訟について陪審員制度は
ない。控訴裁判所では、3 人の裁判官によって決定される。
② 模倣品の処分
民事措置における模倣品の処分について、特定の規制はない。ただし、民事訴訟関連の法
令に基づいて、裁判所は、すべての違法な製品、および民事訴訟を実行するために、使用され
た鋳型、金型、ネガ、およびその他の要素の破壊を命じ、それらの目的のために使用された機
械、設備および装置の没収を命じることができる。加えて、以下の救済策も利用することができる。
・

侵害行為を停止するまで科される一日単位の罰金、捜査および押収命令の罰則の下で侵
害を停止させるための仮差止命令

・

一日単位の罰金の罰則の下で侵害を停止するための恒久的な差止命令

・

侵害に関与する製品および物品の差押

・

侵害製品の市場からの排除

・

逸失利益および道徳的損害に対する損害賠償の支払い

(4) 水際措置
① 知的財産権侵害の水際措置の手続き
特別に免除されない限り、商業輸入は連邦歳入庁の事務局が管理している貿易統合システ
ム（Sistemas de Comércio Exterior(SISCOMEX)）で申告しなければならない。同システムの使用
を許可されているのは、輸出入業者、連邦歳入庁、外国貿易局（ Secretaria de Comércio
Exterior(SECEX)）、およびその他の責任当局である（1996 年 12 月 10 日付通知 SRF No.10
（Instrução Normativa SRF Nº 70, de 10 de dezembro de 1996）第 2 条）。
税関は、自主的に、または知的財産権者の求めに応じて、出所を偽って表示している商品を
差し止めることができる（2009 年 2 月 5 日発効 法令 6.759 号（Decreto nº 6.759）第 610 条）。知
的財産権者が、商品が知的財産権を侵害しているという十分な証拠を有する場合、関連する証
拠を税関に提出しなければならない（法令第 6.759 号第 608 条）。当局は、知的財産権者に、荷
送人の権利を保護し、知的財産権者による権利の濫用を防ぐために十分な保証金を提出する
よう求めることがあるが、常に強制されるわけではない。
税関当局は、明らかに知的財産権を侵害している商品を自主的に押収することができる。この
ような場合、当局は知的財産権者に訴訟を提起し、商品の司法上の差止を求めるよう通知する。
差止命令時に、税関から収集できる書類について、税関当局からの通知の時点では、一時
的に押収された品目の種類以外に入手できる情報は多くない。模倣品であるかどうかを鑑定す
るために、求めに応じて、一時的に押収された製品の写真を入手できるのが一般的である。税
関で押収された商品に対する最終的な差止命令を取得するための訴訟の提起後、製品に関連
するすべての情報を取得することができる。
② 担当機関
知的財産権侵害に対する水際対策を管轄する機関は連邦歳入庁で、港および空港にて、ブ
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ラジルに流入する全ての輸入品の知的財産権侵害に対する保護措置を管轄する税関の政府
機関である。法務省の一部である CNCP は、港、空港および国境における特定の検査に責任を
負う。
港や空港での知的財産権の侵害に対する保護措置は実際に講じられている。2019 年、世界
的な COVID-19 感染拡大の前に、連邦歳入庁は、押収した商品の数で記録を更新した。これら
の商品価値の合計は 30 億ブラジルレアルに相当し、2018 年と比較して 3.25％増加した。
③ 個人輸入に対する規制
ブラジルは、TRIPS 協定の第 60 条で規定されているような「少量の輸入」条項を取り入れてお
らず、裁判所に許可された場合、かかる輸入に対して差止命令が得られると解される。
④ 模倣品の処分
税関は、物品の最終的な差し止めまたは破壊を自ら行うことはできない。税関が職権でできる
ことは、模倣品のリリース手続きを一時的に停止することのみである。一時停止後、税関当局は、
物品の司法上の差押または破壊について訴えを申し立てることができることを特許権者に通知
することができる。
⑤ 並行輸入に対する規制
並行輸入については判例がない。産業財産法は、国内消尽の原則を確立したが、裁判所は
国際消尽の原則を採用する決定を下すことがある。例えば、2009 年の Centrum 事件（特別控訴
審-REsp 609.047-SP）では、高等裁判所（STJ）は、ブラジルの商標権者の同意なしに元の商品
を並行して輸入しても権利侵害とはならず、不公正な競争行為として解釈することもできないとし
た。同様のガイドラインは、異なる原産地の真正の製品間の自由競争に基づき、並行輸入の可
能性を認めた Canon 対 Reprosystem 事件（ARE 660270-SP）の審理において、最高裁判所によ
って採用された。
さらに、ブラジルでは、酒類、タバコ、野生動物、野生野菜、ダイヤモンド、中古品、および健
康、公共の安全、環境保護、衛生、植物検疫および動物衛生管理の行政機関によって規制を
受ける全ての製品の輸入は規制されている。
⑥ 税関登録制度
ブラジルには外国貿易に関する税関登録制度がある。これは SISCOMEX と呼ばれ、登録から
必要なすべての手続きについて、輸出入に関連する活動に適用される。登録するには、権利者
はブラジル連邦歳入庁へ登録を申請し、要求された書類を送付しなければならない。登録後、
同システムのウェブサイトに登録するためのパスワードが発行され、必要なフォームに入力した
後、利用者はプラットフォームの機能を利用できるようになる。通常、知的財産権者は、オリジナ
ル製品と模倣品を区別する方法、公式サプライヤーのリスト、既知の模倣品製造者のリストなど
に関する情報を送付する。
⑦ 知的財産権侵害に対する水際措置の評価
水際措置の利点は、国内市場への模倣品の流通を防ぐことができることである。大量の模倣
品の出荷を検出できる場合、これは大きな利点となる。一方、主な欠点は、ブラジルには模倣品
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を処理するための集中的なシステムがないことである。ブラジルは大きな国であり、複数の港と、
内陸では多くの異なる国と国境を接しており、ブラジルへの模倣品の入国ルートは頻繁に変更さ
れる。港や税関の数が多いため、さまざまな場所で職員の効果的なトレーニングを提供すること
が困難である。オリジナル製品と模倣品を区別するためのトレーニングを受けていなければ、税
関職員が効率的に模倣品を特定し、知的財産権者に連絡することは稀となる。
(5) 鑑定制度
公的または組織的な知的財産の鑑定制度はないが、鑑定サービスを提供する会社は存在する。
4．インターネット上の模倣品
インターネット上の偽造品に関連する法律や規制として、インターネットの市民権枠組み（Marco
Civilda Internet）として知られるインターネット法（2014 年 4 月 23 日法律第 12965 号）（Lei nº 12.965
de 23 de abril de 2014）が、電子商取引に関する規定を定めている。インターネット上の模倣品に
特化した法律や規制はないが、消費者保護に関する他の法律や規制が適用されうる。
インターネット上の偽造品を取り締まるための特定の機関はない。これらの措置は、裁判所の決
定、連邦警察、歳入庁および PROCON による措置によって講じられる。
インターネットサービスプロバイダーの責任について、インターネット法で規定を定めている。同
法第 18 条にて、インターネットサービスプロバイダーは、第三者によって作成されたコンテンツから
生じる損害について民事責任を負わないものとすると規定されている。ただし、第 19 条にて、言論
の自由の確保および検閲の防止のために、インターネットサービスプロバイダーは、裁判所による
命令の後、サービス内容および技術的な制限の範囲内で、指定された期間内に、侵害として認め
られるコンテンツを利用できないようにするための措置をとることを怠った場合、第三者による作成
されたコンテンツから生じる損害に対して民事責任を問われることがある、とされている。
国内シェアの大きい上位の電子商取引サイト、およびその知的財産ポリシー、サイトで公開され
ている製品の削除を申請する方法は以下のとおり（閲覧数は 2020 年 7 月時点）。
i)

メルカドリブレ（Mercado Livre）
月あたりの閲覧数 2 億 5,641 万回
知財ポリシー: 販売者が模倣品を提供すること、登録商標を不適切に使用することまたは著
作権を侵害したコンテンツを広告に含めることを禁止する規則がある57。従っ
て、プラットフォームはベンダーに対し、常にオリジナルの製品を提供し（ブラ
ンド製品の複製は許可されていない）、権利者が製品または広告に模倣品
や権利侵害の可能性を発見した場合にはメルカドリブレが求める可能性が
あるため、製品の購入請求書を常に保持することを推奨している。
削除申請方法: 知的財産権を侵害している可能性のある広告や製品を報告する意思のあ

57

https://www.mercadolivre.com.br/brandprotection/enforcement (2022 年 2 月 28 日)
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る権利者向けにブランド保護プログラムを提供している。このプログラムは、
権利者が苦情を提出する場合に利用できる。苦情の提出後、確認メール
がチームから送信され、販売者が権利を侵害していないことを証明する文
書を送信するまで、広告または製品は「報告によって非アクティブ」として
表示される。売り手が送付した文書が有効でなく、広告または製品が知的
財産権を侵害していることが証明された場合、削除される。
ii)

アメリカナスポントコム（Americanas.com）
月あたりの閲覧数 1 憶 1,694 万回
知財ポリシー: 販売条件で、次の知的財産ポリシーを強調している58。
・

アメリカナスポントコムの製品およびそのイラスト、写真、ビデオ、アプリ、
データベース、ネットワーク、ファイル、その他の著作権および知的財産
の作品のコンテンツは、法律および国際条約によって保護されているア
メリカナスポントコムおよび各所有者の独占的財産である。コピー、あら
ゆる種類の複製、禁止されている種類の使用および違反行為は、民事
および刑事制裁の対象となる。

・

顧客は、アメリカナスポントコムで購入した商品および収集した情報から
の派生物を変更、コピー、配布、表示、実行、複製、公開または作成す
ることを禁止されている。

・

すべてのテキスト、アイコン、システム、プログラム、コンテンツ、画像また
は第三者によって作成または所有され、その作成者または所有者によ
って承認されたアメリカナスポントコムのウェブサイトに公開されているそ
の他の身分証明書は、法律によって等しく保護されている。

削除申請方法: 顧客が知的財産権の侵害の発生を判断した場合、B2W（アメリカナスポン
トコムとスビマリノポントコム（Submarino.com）が合併して設立されたラテン
アメリカのオンライン小売会社）コールセンターに苦情を提出することがで
き、侵害しているコンテンツを停止するためのすべての措置を講じる。カス
タマーサービス（Serviço de Atendimento ao Cliente “SAC”）も、疑問を明
確にし、アメリカナスポントコムで利用可能なコンテンツに関する要求また
は苦情を解決するために利用できる。
iii) アマゾンブラジル(Amazon Brasil)
月あたりの閲覧数 7,009 万回
知財ポリシー: ウェブサイトのセクション全体に同社の知的財産ポリシーを掲げている59 。ブ
ランドまたはその他の権利者の知的財産権を侵害する販売はウェブサイトで

58
59

https://apito.b2wdigital.com/ (2022 年 2 月 28 日)
https://sellercentral.amazon.com.br/gp/help/external/201361070 (2022 年 2 月 28 日)
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許可されておらず、アマゾンブラジルで販売されているすべての製品は真正
でなければならない。ウェブサイトでの模倣品の販売は厳格に禁止されてお
り、このポリシーに従わない場合、販売許可が失われ、資金が留保される場
合がある。同社は、知的財産の侵害に対して次のポリシーを採用している。
・

模倣品の検出方法を改善し、模倣品が顧客に届かないようにするため
に、メーカー、権利者、コンテンツ所有者、サプライヤー、ベンダーと直
接協力する。

・

権利者および当局と協力して、これらのポリシーに意図的に違反し顧客
に害を及ぼすベンダーおよびサプライヤーに対して法的措置を講じ、
彼らに対する法的措置を支援する。

・

売り手またはサプライヤーは、真正の商品のみを選択、販売および出
荷する責任がある。同社は、顧客が、注文した真正の商品を受け取る
前に売り手に支払いを行わず、アマゾンアカウントが模倣品の販売、詐
欺または他の違法行為への関与に利用されたと判断した場合、その支
払いを保留する。

模倣品の販売者は、該当する民事および刑事罰の対象となる場合がある。
削除申請方法: 知的財産権者とその代理人が、著作権や商標の懸念などの潜在的な知
的財産権侵害に関する情報をアマゾンに提供することを目的とした、侵害
報告フォーム（formulário da Amazon de Denúncia de violação）をウェブサ
イトに表示している60。
5．その他
本稿に記すものの他、特筆すべきことはない。
6．模倣品の実態および流通ルート
(1) 模倣品の実態
CNCP が発行した最新の報告書（2019 年 12 月更新）によると、ブラジル当局によって押収され
た主な製品は、コンピュータ機器、銃および弾薬、アルコール飲料、衣類、履物、アクセサリー（バ
ッグ、財布など）、タバコおよび類似品、おもちゃ、スポーツ用品、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、消毒
剤および関連製品、ゲーム機、薬物、記録媒体（CD、DVD など）、サングラス、時計、香水、車両お
よび付属品（タイヤおよびその他の部品）、バッテリー、ビデオゲーム（コンソール、ゲームおよび部
品）である。
ブラジルの主要な模倣品市場は、サンパウロとリオデジャネイロにある。経済力が集中している
サンパウロは、ブラジル最大の模倣品流通の中心である。サンパウロ市内中心部の Rua 25 de

60

https://www.amazon.com.br/report/infringement/signin (2022 年 2 月 28 日)
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Março と Rua Santa Efigênia 周辺の地域は、模倣品を販売するショッピングモールで知られている。
この地域は、サンパウロ州とブラジル全体の模倣品の流通の中心でもある。
リオデジャネイロの街では、ウルグアイアナ通り（Rua Uruguaiana）を囲むブロックと、市内中心部
の Saara として知られる地域が、模倣品の巨大なストリートマーケットで有名である。
これらの市場で販売されている製品は、主に、コンピュータ機器、衣類、履物、アクセサリー（バッ
グ、財布など）、タバコおよび類似品、おもちゃ、スポーツ用品、記録媒体（CD、DVD など）、サング
ラス、時計、香水、バッテリー、ビデオゲーム（コンソール、ゲームおよび部品）である。
フォズ・ド・イグアス（Foz do Iguaçu）などの他の都市も、模倣品が製造されている都市に近接して
おり、模倣品のブラジルへの玄関口として機能しているため、関連商品の市場があることで知られ
ている。
ブラジルの模倣品の主な製造場所は、ミナスジェライス州のノーヴァ・セファナ（Nova Serrana）、
サンパウロ州のフランカ（Franca）、パラナ州のアプカラナ（Apucarana）である。これらの都市で製造
されている模倣品のほとんどは衣料品、履物およびその他繊維産業で製造された商品である。
ブラジルの市場で入手可能な模倣品は、パラグアイ、ボリビア、ガイアナ共和国、フランス領ギア
ナ、スリナム共和国などの南米諸国でも製造されている。これらの国々は、中国で製造された製品
のハブとしても機能している。
(2) 模倣品の流通ルート
ブラジル著作権侵害と違法行為に対するフォーラム（Fórum Nacional Contra a Pirataria e
Ilegalidade）によると、ブラジルの模倣品は主に中国で製造されている。検査を回避するために、ブ
ラジルに到着する前に、製品は南米の他の目的地、主にパラグアイ、ボリビア多民族国、ガイアナ
共和国、フランス領ギアナ、スリナム共和国に送られることが多い。ガイアナ、フランス領ギアナ、ス
リナムからの模倣品は、北部地域の川を通ってブラジルに入り、通常はパラー州のベレン港に上陸
する。ボリビアからブラジルに流入する製品は、主にマト・グロッソ・ド・スル州の高速道路を通じて
陸路で流入する。パラグアイからブラジルに流入する模倣品は、フォズ・ド・イグアスを通ってブラジ
ルに入るが、パラナ川の上を通過する両国をつなぐ橋は、Ponte da Amizade と呼ばれ、密輸にも一
般的に使用されているルートである。
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