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BRAZILIAN BUSINESS LAW REVIEW

ブラジルビジネス法レビュー

「ブラジルビジネス法レビュー
（Brazilian
Business Law Review）
」
創刊号へようこそ！
駐日ブラジル大使館並びに複数のブラ
ジル法律事務所との協働による本プロジェクト
には3つの戦略がある。
それは日本の企業や専
門家向けにブラジルの新しい法的枠組みに関
する最新分析を提供すること、
日本とブラジル
のパートナー・企業間コンタクトを促進するこ
と、そして両国の法律業界における学術コミュ
ニティー間の結びつきを強化することである。
「ブラジルビジネス法レビューュー」創
刊号に掲載されている記事はいずれも共通の
筋道に即している。
どの記事も日本企業の関心
事項に重点を置きながら、
ブラジルにて広範囲
な構造改革プログラムの一部として進められて
いる重要な政策・規制について分析している。
開発を促進する上で構造改革は極めて
重要である。それを証明するエビデンスも十
分裏付けられている。
それらの改革は、中長期
的に生産率を向上させ、失業率を低下させる
（OECD 2011; IMF 2009, 2019）。
また短期
的には信頼を強化し、期待値を高め（Draghi
2015）
、
最終的にはより高い成果および収益へ
と導く
（IMF 2016）
。
ブラジルは上記エビデンスを進撃に受
け止め、構造改革促進を我が国の開発戦略の
中心柱としている。
ブラジルが導入している各
措置は、市場の失敗にも対応できる適切な規
制の枠組みを維持しつつ、経済における市場
力および競争性の役割強化を目指す。
それらの措置は、
より多くの外国貿易・投
資への経済開放、官僚手続きの簡素化、民営
化・コンセッションを中心とした大規模なイン
フラ計画の促進、年金制度の改革、行政改革
による国家官僚制の合理化、税制の簡素化等
を含む。
重要な改革が既に実施されている。
年金
改革がその一例だ。社会の高齢化に伴う構造
的変化への対処で急務となっている年金改革

W

elcome to the first edition of the Brazilian
Business Law Review. Jointly organized by the
Embassy of Brazil and Brazilian law firms, the project
has a three-pronged strategy – to provide Japanese
businesses and specialists with up-to-date analyses
on new legal frameworks in Brazil; to promote contacts between Brazilian and Japanese partners and
businesses; and to strengthen ties between academic
communities in the legal world in both countries.
The articles in this first issue of the Brazilian
Business Law Review share a common thread. They
analyse – with special attention to the points of interest for the Japanese businesses – important policies
and regulations taking place in Brazil as part of a
wider program of structural reforms.
Structural reforms are crucial for promoting development. The evidence for that is well
documented. Such reforms raise productivity and
lower unemployment in the medium and long-term
(OECD 2011; IMF 2009, 2019). They also strengthen confidence and enhance expectations in the short
term (Draghi 2015), ultimately leading to higher
output and income (IMF 2016).
Brazil takes this evidence at heart. Promoting structural reforms is a key pillar of our development strategy. The measures taking place in
Brazil aim at increasing the role of market forces
and competition in the economy, while maintaining appropriate regulatory framework to deal with
market failures.
Such measures include opening the economy
to more foreign trade and investment; cutting red
tape; promoting a large infrastructure program
– mainly through privatization and concessions;
reorganising the pension system; streamlining the
State bureaucracy through an administrative reform;
simplifying taxes.
Key reforms have been implemented. The pension reform is an example. Governments around the
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world are aware of the difficulties of approving much
needed pension reforms to cope with the changing
structure of ageing societies. Last year the Brazilian
government gathered momentum and broad support for an ambitious pension reform. Approved last
October, the new law – Constitutional Amendment
103/2019 – will distribute resources more fairly among
different groups in society and will save the equivalent
to USD 200 billion in the first 10 years, helping to keep
the pension system sustainable.
Also last year, the newly approved Business
Freedom Act – Law 13.874/2019 –drastically cut red
tape for entrepreneurs planning to open a business in
Brazil. The law determines, for example, that certain
low-risk business, mainly small ones, no longer needs
prior license to start operating. By reducing cost and
time to open and run companies, the law enhances the
entrepreneurs’ chances of succeeding.
On the foreign front, Brazil and other MERCOSUR members signed an impactful trade agreement
with the European Union, which will create one of the
largest free trade areas in the world. This was followed
by the signing of an agreement between the members
of MERCOSUR and the members of European Free
Trade Association. At the same time, we are advancing
in negotiations with other trade partners. We already
expressed our interest in launching trade negotiations
with Japan. I hope we can achieve that goal soon.
These are only three examples of recent achievements in our agenda of structural reforms. They are emblematic of the thinking behind the reforms, as well as
of the capacity of the government to implement them.
Since the beginning of the spread of the new
coronavirus, the Brazilian government is focused on
mitigating the impacts of Covid-19 on public health
and the economy. In line with similar actions taken
by governments throughout the world, this means
adopting decisive fiscal and monetary policies. The

の承認が如何に困難な課題であるか、各国政
府でもよく知られていることだが、
ブラジル政府
は昨年、幅広い支持のもと、大胆な年金改革と
いう躍進を遂げた。
昨年10月に承認された新法
（憲法改正 第103/2019号）
は、社会の異なる
グループ間で資源をより公平に分配し、最初の
10年間で2,000億ドル相当を節約し、
年金制度
を持続可能な状態で維持するのを助ける。
昨年はまた、新しく承認された経済的自
由法（第13,874/2019法）
は、
ブラジルで新規
事業を開始する起業家に求められる官僚手続
き等を大幅に省略する。
同法は例えば、小規模
事業を中心とした一定のローリスクビジネスに
対し、操業開始前のライセンス取得の義務を
撤廃している。企業設立に伴うコスト・時間を
削減することで、同法は起業家の成功チャンス
を高める。
対外前線では、
ブラジルおよび他のメル
コスール（南米南部共同市場）加盟国はEU（欧
州連合）
と、影響力の強い貿易協定に署名し
た。
これにより、世界でも最大規模の自由貿易
地域が実現することになる。それに続き、
メル
コスール加盟国と欧州自由貿易連合（EFTA）
との貿易協定も調印された。
それと平行して我
が国と他の貿易パートナーとの交渉も進んで
いる。
ブラジルは日本との貿易協定に向けた交
渉開始を望んでいることを既に表明している。
その目標が早期に達成されることを期待する
限りである。
前述の3件は、構造改革アジェンダにお
ける最近の成果の一例に過ぎない。いずれも
改革の背後にある意識と、
それらを実施できる
政府の能力を象徴している。
新型コロナウイルス感染拡大の初期段
階から、
ブラジル政府はCOVID-19による公衆
衛生および経済へのインパクト緩和に注力し
てきた。
世界各国の政府による類似措置とも同
調しているそれは、果敢な財政金融政策の導

Structural reforms are crucial for
promoting development. (...) Such reforms
raise productivity and lower unemployment
in the medium and long-term. They also
strengthen confidence and enhance
expectations in the short term, ultimately
leading to higher output and income. Brazil
takes this evidence at heart

開発を促進する上で構造改革は極めて重
要である。
(...)それらの改革は、
中長期的に
生産率を向上させ、
失業率を低下させる。
また短期的には信頼を強化し、
期待値を高
め、
最終的にはより高い成果および収益へ
と導く。ブラジルは上記エビデンスを進撃
に受け止め、
構造改革促進を我が国の開
発戦略の中心柱としている。
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入を意味する。
これまでに実施されてきた緊急
対策は1.17兆レアル（2,010億ドル）
に上る。
ま
た、今般取られた融資措置のいくつかは、
ブラ
ジルに投資している日本企業によっても、主に
国立経済社会開発銀行
（BNDES）
を通じて既に
利用されている。
同時に政府は、新型コロナウイルス感
染 拡 大による新たな課 題に独 創 的に対 処
しつつ、将来的な政策・規制の改善に向け
各提議の洗練化にも引き続き取り組んでい
る。COVID-19危機の急性期が沈静化したら、
構造改革と財政金融政策との適切なバランス
こそが構造的回復に導くのである。
その回復に
おいては、日本・ブラジル双方にとって有益な
貿易・投資チャンネルを通じて日本企業が果た
す役割は重要なものであると考える。
その過程で国際協力は、殊に両国の経
済関係を更に強化する上で未だ未解決な障壁
を乗り越える手段として、中心的役割を果たす
ことになる。
共に世界有数の経済規模を誇る日
本とブラジルは、友好的・互恵的な関係の歴史
のみならず、農業、インフラストラクチャー、エ
ネルギー、科学技術等様々な分野における傑
出した補完性によって結ばれている。
両国の官
民共同努力によって、二国間協力の可能性を
最大限に引き上げるという共通目標の達成に
大きく前進できるものと確信している。
ブラジル経済に対する政府の考え方を
概観的にとらえる本序文が、
これに続く各記事
への理解を深める一助となれば幸甚である。
豊かな学術的経歴を誇る著名な法律家等によ
る記事はそれぞれ、データ保護、
コンプライア
ンス、知的財産権、テクノロジー、インフラスト
ラクチャー等、特定分野における規制状況の
最先端的洞察を呈している。

emergency measures taken until now add up to R$
1.17 trillion (USD 201 billion). And some of the lending measures have already been used by Japanese
companies investing in Brazil, particularly through the
Brazilian Development Bank (BNDES).
At the same time, the government continues
refining its proposals for future policies and regulatory
improvements, creatively taking into account the new
challenges posed by the Covid-19. When the more
acute phase of the Covid-19 crisis recedes, it is the
right balance between structural reforms and fiscal and
monetary policies that will lead to a structural recovery.
I believe Japanese businesses have an important role to
play in this recovery, through the channels of trade and
investment, with benefits for both countries.
International cooperation will play a key role
in this process, particularly as a means for overcoming still existing barriers for even stronger economic
relations between our nations. As two of the largest
economies in the world, Brazil and Japan have not only
a history of friendship and mutually beneficial relationships, but also also of outstanding complementarity in
several domains, such as agriculture, infrastructure,
energy, and science and technology. By joint efforts
from both public and private sectors, I’m confident that
we’ll further advance in our common goal of raising
our bilateral co-operation to its full potential.
I hope this bird’s-eye view of the thinking of the
government regarding the Brazilian economy will help
to provide a context for the articles that will follow.
Written by highly reputable lawyers with robust scholarly background, the texts offer cutting-edge insights
into the regulatory landscape in specific areas such as
data protection, compliance, intellectual property and
technology, infrastructure.

エドゥアルド・パエス・サボイアは駐日ブラ
ジル大使である。
キャリア外交官でありブラジリア
大学法学部を卒業した。
E-mail: eduardo.saboia@itamaraty.gov.br

Eduardo Paes Saboia is the Ambassador of

Brazil in Japan. A career diplomat, he has a Law Degree
from the University of Brasília.
E-mail: eduardo.saboia@itamaraty.gov.br
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DATA PROTECTION LAWS COME TO BRAZIL:
UNDERSTANDING THE LGPD
COMPLIANCE PROCESS CHALLENGE
データ保護法、
ブラジルにも：個人データ保護法
（LGPD）適合プロセスの課題の理解

B

razilian lawmakers approved in 2018 the General Personal Data Protection Law (Lei Geral de
Proteção de Dados Pessoais, or LGPD), joining global
efforts of more than 100 countries that already have
a specific data protection law in place – such as the
European Union’s GDPR, Japan’s APPI, and the US
State of California’s CCPA.
The LGPD was purposely designed to be
similar to GDPR and that businesses already in compliance with GDPR will likely have an easier time
complying with the Brazilian law. Both laws are a)
principle-based and adopt a "user-centric" approach,
giving data subjects a number of rights regarding
their personal data, b) require that personal data is
collected for specified, explicit and legitimate purposes (and restrict data processing to such purposes); c) establish lawful bases for data processing and
require extra scrutiny for the processing of sensitive
personal data, d) restrict cross-border data transfer; e) require to implement appropriate technical
and organisational measures to ensure an adequate
level of security to personal data processing; and
f) require to register their data protection activities,
among other similarities.
Having said that, there are important differences between the two legislations: for example, the
LGPD includes more legal bases – ten instead of six
– for processing personal data and potential fines
are less harsh. While European law imposes fines of
up to 20 million euros or 4% of the total worldwide
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ブラジルの立法者等が2018年に個人
データ保護法（LGPD）を承認し、ブラジルは
欧州共同体（GDPR：一般データ保護規則）
、
日
本（APPI：個人情報保護法）やカリフォルニア
（CCPA：カリフォルニア州消費者プライバシ
ー法）など、特定のデータ保護に関する法律
を有する100カ国以上の国や地域の仲間入り
を果たした。
LGPDはEUのGDPRを手本としており、
すでにGDPRに適合している企業にとっては
ブラジルのLGPD順守も比較的容易になるで
あろう。いずれも、ア）原則主義でユーザー重
視のアプローチを取り、データ主体に対し様
々な個人データに関する権利を与える、
イ）個
人データが特定の明示的かつ正当な目的の
ために収集されること
（また、データ処理がそ
の目的のために限定されること）
を要求する、
ウ）
データ処理に法的根拠を設け、センシティ
ブな個人データの処理に厳格な追加的審査
を求める、エ）データの越境移転を制限する、
オ）個人データの処理に適切なレベルの安全
性を保証するための適切な技術的・組織的措
置を要求する、カ）個人データ取扱事業者に
それぞれのデータ保護の取り組みを登録する
よう要求する、などの類似点がある。
しかし、これら二つの法律には重要な
相違点がある。例えば、LGPDは個人データの
取扱いにより多くの法的根拠（6項目ではなく
10項目）を含んでいて、規定されている罰金
はそれ程厳しくないといえる。
また、
ヨーロッ
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annual turnover of the preceding financial year,
whichever is higher, LGPD establishes fines of up
to 2% of the sales revenue of the company, group or
conglomerate in Brazil, up to 50 million reais (approximately 10.7 million euros) per violation.
On the other hand, LGPD provides for shorter timeframes for processing requests from data
subjects, and it also establishes no exceptions whatsoever to its enforcement. To compare, the CCPA
only applies to businesses with a) over $25 million
in gross revenue per year, or b) that handle the personal data of at least 50,000 households, consumers
or devices, or c) derive half or more of their overall
revenue from the sale of consumer personal data; the
GDPR exempts companies with less than 250 employees from maintaining data processing records.
This is not the case with LGPD: all private entities,
regardless of their size, activities or sectors, will need
to adapt to the law1.
The differences between LGPD and APPI are
starker. For example, while the “right of access” – the
right to obtain a copy of one’s personal data as well
as other information – is one LGPD’s core principles,
there is no true “right of access” in the APPI2. The
LGPD also establishes stricter requirements regarding consent and allows the data subject to revoke it
at any time, what is not possible in the Japanese law.
There are also differences in what both laws would
consider to be anonymized data3. The main lesson
is that Japanese companies should not conclude that
1 – Such exceptions may exist in the future, as the law provides that the
national authority may estipulate special deadlines companies of specific
sectors regarding the right of confirmation of processing and data access
(art. 19), as well as complementary rules on the need for the appointment
of a DPO (Art. 41).
2 – The Japanese law only establishes that the data subject has only the
right to request business operators to disclose any "retained personal
data”, that is, personal data that is in the possession of a commercial
operator and that is not deleted within six months.
3 – The same difference occurs between the APPI and the GDPR, and was
addressed by the signed between Japan and the EU.

The differences between LGPD and APPI
are starker. Japanese companies should
not conclude that simply because they
comply with the APPI (and perhaps the
GDPR) that they will necessarily be in
compliance with LGPD.
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パの法律が罰金として2千万ユーロ又は前年
度の全世界年間売上高の4％いずれか金額
の大きい方を上限としているのに対し、LGPD
は会社、
グループ又は複合企業のブラジルに
おける売上の2％を上限とし、違反1件につき
5千万レアル（1070万ユーロ）
を上限とする罰
金を定めている。
一方、LGPDはデータ主体からの申請処
理により短い期間を設定し、
またその適用に
例外を設けていない。例えば、CCPAは、
ア）年
間益金が2500万ドル以上の企業、又は イ）5
万以上の世帯、消費者又は機器の個人デー
タを取り扱う企業、あるいは ウ）全体収益の
半分以上を消費者の個人データ販売から得
ている企業のみに適用され、GDPRは社員が
250名未満の企業に対しデータ処理記録の
保存を免除している。それに対しLGPDは、営
利団体であれば、その規模、業種又は分野を
問わず、すべて適用対象となる1。
LGPDとAPPIの相違はさらに大きい。例
えば、
「アクセス権」
（自分の個人データその他
情報のコピーを取得する権利）がLGPDのコ
ア原則の一つであるのに対し、APPIには真の
「アクセス権」はない 2。また、LGPDでは同意
取得により厳格な要件が設けられ、データ主
体が随時その同意を撤回することが認められ
るのに対し、APPIではそれができない。
また、
これら二つの法律では匿名データのとらえ方
についても相違がある3。最も重要な点は、日
本企業はAPPI（また場合によってはGDPR）
を
1 – 同法は、国内当局が特定の部門の企業に対し、主体の権利への対応
のための特別な期限（第19条）やDPO（データ保護責任者）指名のため
の補足的規則
（第41条）
を設定できると規定しているため、今後例外が生
じる可能性がある。
2 – 日本のAPPI
（個人情報の保護に関する法律）
は、
データ主体は全ての
「
保有個人データ」
、
すなわち
「一定の事業者が6ヶ月以内に消去せず保有す
る個人データ」
の開示を要求する権利のみ有すると定めているのみである
3 – 同様の相違がAPPIとGDPRの間にも存在し、
日本と欧州共同体との間
で締結された Supplementary Rules regarding the Adequacy Decision
によって解決された。

LGPDとAPPIの相違はさらに大きい。
日本企業はAPPI
（ また場合によって
はGDPR）
を守っているからといって
必ずしもLGPDに適合しているとは言
えないということであろう。

LGPDは、
プライバシーや個人データ保
護に関わる40以上もの法律や規則を補
足し又は置き換え、
企業がデータ保護法
に適合しやすくするという点から、
ブラジ
ルのプライバシーおよびデータ保護事
情を大きく改善させると言える。

It is important to keep in mind that the LGPD
represents a great improvement for the
Brazilian privacy and data protection scenario,
since the law replaces more than 40 legal
provisions that directly and indirectly deal with
privacy and the protection of personal data.

守っているからといって必ずしもLGPDに適合
しているとは言えないということであろう。
日本企業（そして同様に国際企業）が
LGPDに適合するにあたり直面する最大の
難関は法律そのものではなく、法に関し増大
する法的不安定さと、独立した監督機関の
継続的な不存在である。長い間LGPDがい
つ施行されるかは不明であった。4つの異な
る日付（2020年8月、2021年1月、2021年5
月、2021年8月）が提案されたが、最終的に
2020年9月より施行されることとなった。
この
不安定さにより、LGPDに関して様子見のアプ
ローチを採用していた企業が少なくはなかっ
たが、そのアプローチはLGPDの施行日が予
想より早くなった結果、裏目に出てしまった。
更に、同法の解釈と執行を担当する国
家データ保護機関（ANPD）の設置は昨年7月
に法律上規定されたばかりで、2021年1月時
点ではまだ機能していない。
また、LGPD規定
の多くが曖昧、あるいは細則による補足を必
要としている点も問題をより深刻にしている。
例えば、LGPDではどのように個人が特定可能
とみなすかについての基準やガイドラインが
制定されておらず 4、GDPRのように域外移転
合意書のモデルも提示していない5。新型コロ
ナウィルス感染症の世界的流行による混乱に
加え、ANPDの設立が遅れていることは人々
がLGPD施行日の延期を支持した主な理由の
1つであった。
皮肉にも、COVID-19パンデミック自体
が、個人データのプライバシーや保護に関す

simply because they comply with the APPI (and
perhaps the GDPR) that they will necessarily be in
compliance with LGPD.
Having said that, the main difficulty Japanese
(and international companies alike) adapting to
LGPD will face is not the legislation itself, but the
increased legal insecurity regarding the law and the
continued absence of an independent authority. For
months, it was unclear when LGPD would come into
force. Four different dates (August 2020, January
2021, May 2021, and August 2021) were proposed
until the Law finally came into force in September
2020. This insecurity made many companies adopt an
wait and see approach towards LGPD that backfired
when LGPD came into force sooner rather than later.
Furthermore, the National Data Protection
Authority (ANPD), which will be tasked with law
interpretation and enforcement, was legally established only in 2019 and, as of January 2021, is not
yet operational. This problem is compounded by
the fact that many of LGPD’s provisions are vague or
still require further regulation. For example, LGPD
establishes no criteria or guidelines about how an
individual is considered identifiable4, nor does it
provide a template for international data transfer
agreements, as the GDPR does5. The delay in the
establishment of the ANPD, in addition to the chaos
caused by the COVID-19 pandemic worldwide, was
one of the arguments for those who defended postponing the date of LGPD coming into force.

4 – 特に日本企業が注意すべき点は、APPIでは個人情報の定義が「容
易に他の情報と組み合わせることができ、組み合わせることで特定の個
人を識別できる情報」
とされているため、位置情報やクッキー、IPアドレ
ス、
クレジットカード情報等個人データとはみなされない（従ってAPPIの
対象にならない）多くの種類のデータは、おそらくLGPDでは個人データ
の定義に該当するであろうということである。

4 – Japanese companies in particular should take care: since APPI’s
definition of personal information mentions “information which can be
readily collated with other information and thereby identify a specific
individual”, many kinds of data that would be not considered personal
data (and therefore would be outside the scope of APPI) such as location
data, cookies, IP address, or credit card information would probably fall
under LGPD’s definition of personal data.

5 – Tsunoda, T. and Iwasaki, D. (2016). データ主体が有する権利
や越境移転規制など、日本の個人情報保護法やGDPRと比較した留意
点‐BUSINESS LAWYERS. [online] BUSINESS LAWYERS. Available at:
https://www.businesslawyers.jp/articles/458[Accessed 11 Jan. 2020]

5 – Tsunoda, T. and Iwasaki, D. (2016). データ主体が有する権利や越
境移転規制など、日本の個人情報保護法やGDPRと比較した留意
点 – BUSINESS LAWYERS. [online] BUSINESS LAWYERS. Available
at: https://www.businesslawyers.jp/articles/458 [Accessed 11th Jan. 2020].
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Ironically, the COVID-19 pandemic itself
showed the importance of having clear rules regarding personal data privacy and protection. Many local,
state and federal governments and agencies extensively used personal data for planning and adopting
health and containment policies, but without explicit
rules regarding this usage, there were fears of government overreach and misuse of this data. There are no
guidelines about what is legal and what is not without
the LGPD and specially without the ANPD.
Despite these hurdles, it is important to keep
in mind that the LGPD represents a great improvement for the Brazilian privacy and data protection
scenario, since the law replaces more than 40 legal
provisions that directly and indirectly deal with privacy and the protection of personal data, making it
easier for companies to be in compliance with data
protection legislation. Furthermore, the introduction of 5G and the increase of data communications
between people, people and things, and between
things (Internet of Things) will lead to an increase
in international data transfers, requiring companies
to be aware of regulations in different jurisdictions6.
Having an adequate data protection law is paramount to allow cross-border data flows occur unimpeded and connect Brazil to the world economy.
This also means that companies should not
postpone their LGPD compliance processes. Compliance with LGPD is a long and demanding task.
Any LGPD adaptation initiative will go through the
same steps: a) mapping the company’s data acquisition and flow within the organization; b) developing
or adapting internal policies and adequate legal documents; c) training staff and developing a long-term
culture of data protection, including the adoption of
privacy-by-design principles. Companies who take
the lead in the adaptation process are bound to be
the ones that will prosper from it.

る明確なルールの重要性を示した。多くの地
方自治体、州政府、連邦政府や行政機関等が
保健医療・感染拡大防止対策等の策定や導
入のために個人データを広範囲に利用した
が、その利用に関する明確なルールがなかっ
たため、政府がデータを過剰に取得する、
ある
いは誤用するのではないかという懸念が生じ
た。LGPD、そして特にANPDが無ければ、何が
合法か、あるいは合法ではないかについての
ガイドラインは存在し得ない。
これらの問題はあるが、LGPDは、
プライ
バシーや個人データ保護に関わる40以上も
の法律や規則を補足し又は置き換え、企業が
データ保護法に適合しやすくするという点か
ら、ブラジルのプライバシーおよびデータ保
護事情を大きく改善させると言える。
そればか
りでなく、5Gの導入と人間同士、人間と物、物
同士（IOT＝モノのインターネット）のデータ
通信量の増加はデータの域外移転を増加さ
せるため、企業も異なる法域における規制へ
の留意が求められる6。適切なデータ保護法の
制定はこれらの移転が支障なく行われること
を確保するものであり、ブラジルが世界経済
と繋がるために重要であると考えられる。
それはまた、各企業はLGPDへの適合
手続きを先送りにしてはならないことをも意
味をする。同法への適合プロセスは長く、要件
も厳しい。LGPDに適合しようとするとき、いく
つかのステップを踏む必要がある。すなわち、
ア）組織内における会社のデータ収集とフロ
ーをマッピングすること、イ）個人データ保護
に関する社内方針の策定・適応化および法律
関連書類の適正化を図る、
ウ）社員を教育し、
プライバシーバイデザイン原理の採用も含
め、データ保護の長期的な社内文化を作り上
げることである。
この適合プロセスを率先する
企業こそ、今後その恩恵によって更なる成長
を遂げることとなるであろう。

6 – Idem.

6 – 同上
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A NEW ERA FOR IMPLEMENTING
TECHNOLOGY IN BRAZIL

ブラジルにて技術を実施するための新しい時代
ブラジルでは新しい政権が発足して1
年が経ったところだが、その間、知的財産に関
する状況や技術の利用環境に重要な改善が
進められてきた。
また、政府による構造改革ア
ジェンダの実施も順調なスタートを切ってお
り、中には規制の枠組みに重要な変更をもた
らすものも含まれる。
それらの改革の中で、政府は技術政策
も策定している。2020年2月、ブラジル科学
技術イノベーション通信省（MCTIC）は、ブ
ラジル情報通信技術計画（PDTIC 2020 –
ブラジルの科
2022）1を発表した。同計画は、
学技術イノベーション政策のより効率的な実
施に貢献し、
ブラジルにおける技術開発への
取り組みおよび知的財産保護の強化を目的
としている。
日本は歴史的に、製造業者によるブラ
ジルへの投資を通じて、多くの日本技術をブ
ラジルで幅広く使用してきている。ブラジル
産業財産権を取り巻く環境改善により、日本
企業による投資を保護する手段の充実化や
ブラジルにてその技術を収益化する機会増
加が見込まれ、日本の製造業者がラテンア
メリカにおける事業の技術・産業拠点として
ブラジルをより有効活用することが期待さ
れる。
今後数年間、技術の世界で最も重要な
分野の1つとなるのは5G開発であろう。5G 技
術の向上に伴い、既存アプリケーションの経
験は高められ、家庭や企業、自動車等におけ
る接続性の可能性にも変革をもたらすだろう2
。世界の主要国では、5Gの規制に関する議論

B

razil has just completed one year of the new
administration that brought relevant improvements to the situation of intellectual property and
the environment for using technology in the country. Also, the Government has successfully started
implementing its agenda of structural reforms, some
involving relevant changes on regulatory framework.
Among those reforms, technology policies
are being developed by the Government. On February 2020, the Ministry of Science, Technology, Innovation and Communications (MCTIC) released
Brazil’s Plan for Information and Communications
Technology (PDTIC 2020 – 2022)1. The plan confers
more substance to Brazilian Science, Technology
and Innovation Policy and aims to assure a better
engagement in technology and a better protection of
intellectual property in the country.
Japan has historically employed a lot of its technology in Brazil through the investment of its manufacturing companies in the country. It is expected that
the improvements of the Brazilian Industrial Property
landscape will allow the Japanese industry to better
use Brazil as a technological and industrial base for its
operations in Latin America, with improved tools for
protecting their investments and better opportunities
to monetize their technology in Brazil.
In the following years, one of the most relevant
fields for the technology may be the 5G developments. This technology will enhance the experience
of existing applications and changes the potential uses
for connectivity for home, enterprises and automotive2. Regulations in many key countries are under

1 – Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC – ブ
ラジル科学技術イノベーション通信省). “Plano Diretor de Tecnologia da
InformaçãoeComunicações（ブラジル情報通信技術計画）–PDTIC2020–2022」
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/PDTIC/2020_2022.html
(accessed February 1, 2020).

1–Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). “Plano
Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicações – PDTIC 2020 – 2022”
https://www.mctic.gov.br/mctic/opencms/textogeral/PDTIC/2020_2022.html
(accessed February 1, 2020).

2 – Fait, Yosi. “How The 5G Revolution Will Drive Future
Innovations Of IoT” Forbes.com. https://www.forbes.com/sites/
forbestechcouncil/2018/09/07/how-the-5g-revolution-will-drivefuture-innovations-of-iot/#1783a7ff637e (accessed February 1, 2020).

2 – Fait, Yosi. “How The 5G Revolution Will Drive Future Innovations Of IoT”
Forbes.com. https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2018/09/07/
how-the-5g-revolution-will-drive-future-innovations-of-iot/#1783a7ff637e
(accessed February 1, 2020).
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way and Brazil is leading the discussion on the issue
in Latin America. The regulation process is ongoing,
following the best practices on regulatory matters.
The following topics highlight the main changes in the Brazilian scenario for the development of
technologies, considering patents protection and the
development of 5G regulations in the country.

が進んでいる中で、
ブラジルは中南米におけ
る議論の主導権を握っている。そこで、
ブラジ
ルは、規制問題に関するベストプラクティスに
従い、5Gの規制について議論を続けている。
下記では、
ブラジルにおける特許権の保
護と５G規制の進展を主眼に、
国内の技術開発
シナリオにおける主な変更点について述べる。

1 – The development of the Patent Landscape
in Brazil

1 – ブラジルにおける特許環境の進展

Prosecuting patents before the Brazil Patent
and Trademark Office (INPI) has always been a
time-consuming task; applications take more than
10 years on average to be examined. Historically, the
INPI has struggled to reduce its application backlog
in order to process applications within reasonable
timeframes. For a long time, this has been considered as critical problem by Japanese investors to Brazil and a regular topic brought up during discussions
of the Joint Committee on Trade and Investment
Promotion and Industry Cooperation between the
Brazilian Ministry of Development, Industry and
Foreign Trade (MDIC) and the Japanese Ministry of
Economy, Trade and Industry (METI)
Last year also brought significant advances
regarding Intellectual Property matters. In July, the
INPI published Rule #240 of 2019, which implemented the office’s new project to reduce its patent
backlog. Projections aim at reducing the number
of pending applications by 80% and the time taken
by the INPI to grant a patent to about two years
until 2021. According to the INPI, in 5 months, the
backlog has already been reduced in 18,2% (between
August and December of 2019)3.
Before the implementation of Rule #240, one
way that INPI used to tackle the backlog was the
implementation of Patent Prosecution Highways
(PPH), which would allow users to take advantage of
the examination done in other countries to expedite
the examination of patent applications in Brazil. The
Japanese Patent Office (JPO) had a pilot program
for a PPH with INPI and it was the third most used
PPH program after the one with the United States

以前から、
ブラジル産業財産庁（INPI）
は特許を付与するまでにかなりの時間がか
かっていた。特許出願の審査だけでも、平均
で10年以上が必要だった。歴史的に、INPIは
合理的な時間内に特許出願を審査するため
に、審査待ちのバックログを減らすことに苦戦
していた。長い間これは日本の投資家から重
大な問題とされており、
ブラジルの開発商工省
（MDIC）
と日本の経済産業省（METI）の間で
開催されている日伯貿易投資促進・産業協力
合同委員会にて定期的に議題として取り上げ
られている。
昨年は、知的財産関連の問題改善につ
いても重要な進歩が見られた。7月に、INPIは
2019年付け規則第240号を公布した。
これ
は、特許のバックログを削減するための新プ
ロジェクトを実施するものである。その目標
は、審査待ち状態の特許出願を80％まで減
少させ、2021年までに特許付与までの時間を
約2年間に短縮することである。尚、INPIによ
ると、実施後5ヶ月でバックログが既に18.2％
減少している
（2019年8月～12月の期間）3。
規 則 第 2 4 0 号 が 実 施される以 前 に
INPIが特許審査のバックログ対策の一つと
して取り入れていたのは、特許審査ハイウェイ
（PPH）であった。これにより、ユーザーは他
国で行われた審査を利用して、特許出願の
審査を早期化することができた。日本特許庁
（JPO）
とINPIの間にはPPHのパイロットプロ
グラムがあり、米国と中国のPPHに次いで3番
目に特許出願件数が多いPPHプログラムであ
った。昨年12月には2019年付け規則第252
号が公布され、
それまでのPPHパイロットプロ
グラムに続き、新システムが導入された。新し

3 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). “Nova gestão do INPI
completa um ano com resultados expressivos” http://www.inpi.gov.br/noticias/
nova-gestao-do-inpi-completa-um-ano-com-resultados-expressivos/view
(accessed February 1, 2020).

3 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI – ブラジル産業財産
庁). “Nova gestão do INPI completa um ano com resultados expressivos（INPI新
管理体制の成果多き一周年）”http://www.inpi.gov.br/noticias/novagestao-do-inpi-completa-um-ano-com-resultados-expressivos/view
(accessed February 1, 2020).
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In July, the INPI published Rule #240 of 2019, which
implemented the office’s new project to reduce its
patent backlog. Projections aim at reducing the
number of pending applications by 80% and the
time taken by the INPI to grant a patent to about
two years until 2021. According to the INPI, in 5
months, the backlog has already been reduced in
18,2% (between August and December of 2019).

7月に、
INPIは2019年の規則第240を公布した。
これは、
特許のバックログを削減するための
INPIの新しいプロジェクトを実施するためのも
のである。
その目標は、
審査待ちの状態の特
許出願を80％まで減少させ、
2021年までには
特許審査期間を約2年間にすることである。
実
際、
INPIによると、
5ヶ月で、
バックログが既に
18.2％減少している
（2019年8月から12月まで）
。

and the one with China. In continuation to the PPH
Pilot programs, in December, Rule #252 of 2019 was
published, implementing a new system. This program
unifies the PPH agreements signed by the INPI so far
and adds the possibility of expediting the examination of patent applications belonging to any field of
technology, which was not possible so far. So far, the
Forum for the Progress and Development of South
America (PROSUR), the American, Japanese, Danish, British, Austrian, and the European Patent Office
(EPO), among others, has signed the agreement. As
per February 2020, Japanese are the second largest
users of the system, just after the United States4.

いプログラムでは、
これまでINPIが調印してい
るPPH協定が統合され、以前は制限があった
ものでも、今後はあらゆる技術分野に属する
特許出願でPPH利用が可能になるというもの
である。
これまでのところ、
ラテンアメリカの前
進と発展のためのフォーラム（PROSUR）、米
国、日本、デンマーク、イギリス、オーストリア、
および欧州特許庁（EPO）がINPIとPPH協定
を調印している。2020年2月現在、同システム
において日本は米国に次いで2番目に特許出
願件数が多い国である4。

2 – The development of 5G in brazil
Brazil is going through an intense regulatory
transformation since 2019. As the country’s regulatory agenda is strongly focused on the regulatory
agencies model, the landmark for this movement
was the enacting of the Regulatory Agencies Act
(Law #13,848/195) in May 2019, which reorganized
the Agencies’ structure and competencies.
The Act is concerned with the adherence to
international Good Regulatory Practices, and aims
the simplification of the regulation framework,
focused on avoiding regulatory abuse by the Agencies. This is aligned with Brazilian Declaration of
Economic Freedom Rights Act (Law #13,874/20196),
enacted in September 2019.
One of the Federal Agencies influenced by
those changes is Brazilian National Telecommunica4 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). “Patent Prosecution
Highway” http://www.inpi.gov.br/pph (accessed February 1, 2020).

2 – ブラジルにおける5Gの進展
ブラジルでは2019年から、規制環境に
おいて精力的な改善が進められている。
ブラ
ジルの規制アジェンダは各規制機関モデルに
大きく左右されるため、一連の改善の動きは
2019年5月付け規制機関法（法律第13,848
/ 19 5号）の制定に至り、それによって規制当
局の構造と権限が再編成された。
同法は国際的な適正規制慣行の順守
を重視しており、規制当局による規制乱用の
回避に焦点を合わせ、規制枠組みの簡素化
を目指している。
これは、2019年9月に制定さ
れた経済的自由権宣言法（法律第13,874 /
とも同調している。
2019号6）
これらの 変 更 の 影 響 を 受 け た 規
制当局の1つは、ブラジル国家電気通信庁
（ANATEL）
である。ANATELは、
ブラジルで間
もなく開始される5Gスペクトル入札の関係で
注目を集めている。ANATELは決議の簡素化
4 – Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). “Patent Prosecution
Highway” http://www.inpi.gov.br/pph (accessed February 1, 2020).

5 – Lei Nº 13.848, de 25 de junho de 2019 (Law No. 13,848, of June 25th, 2019)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
(accessed February 1, 2020).

5 – Lei Nº 13.848, de 25 de junho de 2019 (Law No. 13,848, of June 25th, 2019)
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13848.htm
(accessed February 1, 2020).

6 – Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Law No. 13,874, of September 20th,
2019) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
(accessed February 1, 2020).

6 – Lei Nº 13.874, de 20 de setembro de 2019 (Law No. 13,874, of September 20th,
2019) http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/lei/L13874.htm
(accessed February 1, 2020).
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に尽力しており、新プロジェクト発表の際は規
制機関法の規定する手順に従っている。
ブラジルの5G に関する入札・規制に関
しては、ANATELは2020年2月から2020年
4月にかけて入札関係書類を公開し7、パブリ
ックコメントを求めた。入札の対象となる予
定周波数には、700MHz、2.3GHz、3.5GHz
バンド、そして26GHz帯スペクトルが含まれ
ている。入札公示案および技術的付属書・報
告書等のドラフトの公開は、関係者やステー
クホルダーによる積極的なコメント等を通じ
て今後の手続き等の安定性を高め、それに
よって入札を希望する企業もより安心して参
加できるようになる。パブリックコメント募集
のプロセスは入札の最終的なルール決定に
つながるため、5G スペクトル関連ビジネス
を求める企業にとってもターニングポイント
となるだろう。
尚、5Gテクノロジーベンダーにとって知
的財産保護はANATELの規制下で考慮される
べき問題である。5G 技術開発は、世界的な経
済成長と技術開発において重要な役割を果
たしており、潜在的な特許や競争紛争につな
がっている。
また、国際環境は5Gネットワーク
に係る中国製機器のセキュリティ問題に左右
されており、一部の国では当該機器の採用が
禁止されている一方、他の国は制限しないこ
とを決断している。
ブラジルの規制枠組みの改善は、利害
関係者の法的安全を視野に入れ、技術的、計
画的かつ秩序ある方法で論争の問題に対処
するのに役立つと思われる。
したがって、次の
数ヶ月は、5Gネットワークの実装に関する議

tions Agency (ANATEL) that is now in the spotlight
due to the 5G spectrum auction that will soon be
released in Brazil. ANATEL is simplifying its Resolutions and following the procedure provided in Regulatory Agencies Act to release new projects.
Regarding Brazil’s 5G auction and regulation,
ANATEL has released from February 2020 to April
2020 the bid documents for public consultation7. The
frequencies scheduled for the auction include the
700MHz, 2.3GHz and 3.5GHz bands, as well 26GHz
spectrum. The publication of the draft of the bidding
notice, technical annexes and reports, supports the stability of forthcoming procedures through the engagement of interested parties and stakeholders and makes
it easier for companies who wants to bid to participate.
The public consultation will be a turning point for the
companies looking to do business related to 5G spectrum, as it will define the final rules for the auction.
For 5G technology vendors, intellectual property protection is an issue to be considered in ANATEL’s regulation. 5G technological development plays
an important role in global economic growth and
technological development, which leads to potential
patents and competition disputes. The international
scenario also relies on security issues towards Chinese equipment in 5G networks with some countries
opting for prohibition and others for non-restriction.
Brazil’s improvement on its regulatory framework assists in dealing with such controversial issues
in a technical, planned and orderly manner, with a
view to the legal security of interested parties. Thus,
the next months will be crucial for the discussions
on the implementation of the 5G network and its
framework in Brazil.

7 – Agência Nacional De Telecomunicações (Anatel – ブラジル国家
電気通信庁). “Anatel aprova consulta pública para implementar
o
5G（Anatelは5G実施に向けパブリックコメント募集を承認）”
https://www.anatel.gov.br/institucional/component/content/article/171manchete/2491-anatel-aprova-consulta-publica-para-licitar-faixas-defrequencias-para-o-5g (accessed February 1, 2020).

7 – Agência Nacional De Telecomunicações (Anatel). “Anatel aprova consulta
pública para implementar o 5G” https://www.anatel.gov.br/institucional/
component/content/article/171-manchete/2491-anatel-aprova-consulta-publicapara-licitar-faixas-de-frequencias-para-o-5g (accessed February 1, 2020).

ブラジルでは2019年から、規制環境にお
いて強烈な改善が行われている。
ブラジ
ルの規制は規制当局を中心に行われて
いるため、
この改善を象徴する動きは、
規制当局の構造と権限を再編成すること
を目的として2019年5月に立法された規
制機関法（法律第13,848 / 19 ）である。

Brazil is going through an intense
regulatory transformation since 2019. As
the country’s regulatory agenda is strongly
focused on the regulatory agencies model,
the landmark for this movement was the
enacting of the Regulatory Agencies Act (Law
#13,848/19 ) in May 2019, which reorganized
the Agencies’ structure and competencies.
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Brazil’s movement towards 5G auction and
regulation is relevant for the Japanese market, as the
Japanese industry has been historically relevant on the
telecommunication field. Also, the discussions regarding 5G technologies are ongoing in Japan8, thus making the inclusion of Brazil in its radar a timely business.

Final Remarks
The Government has successfully started
implementing its agenda of structural reforms and
regulation improvement. Among the priorities, innovation and patent protection are on the spotlight,
as key sectors are going through relevant changes, as
telecommunications with 5G.
In Brazil, big Japanese companies in telecommarket, such as Nippon Telegraph and Telephone
(NTT), NEC Corporation and FUJITSU, can benefit
from the advancements of the regulation. NTT has
628 patent applications pending in Brazil, while NEC
has 525 and FUJITSU has 235, according to INPI official data. An improved environment for obtaining
patents in Brazil will certainly help Japanese companies in implementing 5G technologies in Brazil and
monetizing the use of their technology in the country.
Considering the size of the Brazilian market,
we understand that it is important for the Japanese
industry to follow the developments of telecom area
in Brazil, especially regarding 5G, and to be ready to
act upon opportunities.
8 – For example, recently the Japanese Cabinet approved a bill designed to
support companies develop secure 5G mobile networks. See, Ministry of Internal
Affairs and Communications. “5G investment promotion tax system” (5G tōshi
sokushin zeisei) https://www.soumu.go.jp/main_content/000660106.pdf
(accessed February 1, 2020).
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論やその枠組みについてブラジルのために非
常に重要となる。
ブラジルの5G入札等と規制に向けた
動きは、日本市場にとっても重要である。それ
は、
日本の産業が通信分野において歴史的に
重要な位置を占めてきているからである。
ま
た、5Gテクノロジーに関する議論は日本でも
ブラジルをその対象に含
進行中である8ため、
めるには正に適切な時期と言える。
結び
ブラジル政府は、構造改革および規制
改善のアジェンダ実施を順調に開始すること
ができた。主要セクターが5G通信等重要な変
化の最中にあるため、優先事項の中でもイノ
ベーションと特許保護が注目されている。
ブラジルでは、NTT、NEC、富士通などの
通信市場の大手日系企業が、規制進歩の恩恵
を受けることができる。INPIの公式データによ
ると、
ブラジルで特許申請中の案件がNTTは
628 件、NECは525件、富士通 は235件となっ
ている。
ブラジルで特許を取得するための環
境改善は、日本企業がブラジルで5Gテクノロ
ジーを実装し、
ブラジル国内でのテクノロジー
使用を収益化するのに確実に役立つだろう。
ブラジル市場の規模を考慮すると、日
本産業がブラジル通信分野の進展、特に5G
事情を見守りながら、
ビジネス好機に備えて
準備を整えておくことが重要となる。
8 — For example, recently the Japanese Cabinet approved a bill designed
to support companies develop secure 5G mobile networks. See, 総務省.“
５Ｇ投資促進税制”https://www.soumu.go.jp/main_content/000660106.pdf
(accessed February 1, 2020).
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THE EVOLUTION OF THE BRAZILIAN
COMPLIANCE ENVIRONMENT
進化するブラジルのコンプライアンス環境について

近 年ブラジ ル にお けるコンプライア
ンス環境に重要な変化が見られた。ブラジ
ル 史 上 最 大 か つおそらく世 界 最 大 の 汚 職
捜査の一つになりうる2013年の洗車作戦（
〝Operação Lava Jato"）は、
ブラジルの腐敗
行為防止に関する法令の近代化という後戻
りのないプロセスの引き金となった。その結
果、主要な政治家や実業家が収監された。
その内容も数字で確認すると驚くほどであ
る。2019年12月時点で洗車作戦により484
人が告訴され、そのうち159人は有罪判決を
受けた。連邦検察局（MPF）は、企業と結んだ
リーニエンシー協定（制裁金減免制度）によ
り3340億円1を超える賠償額を回収する見
込みである。
このプロセスはいくつかの観点からブ
ラジルでのビジネスの在り方を変えた。そし
て、新型コロナウイルス感染症がブラジルの
景気に悪影響を及ぼしている厳しい状況の
中、
コンプライアンスはさらに重要となってい
る。本稿ではその中から3つの観点、即ち、1)
より厳しくなった企業への罰則規定、2) コン
プライアンス制度の重要性の高まり、および
3) 交渉による解決策の重要性について専
門的見地から概要を説明する。
より厳しくなった企業への罰則規定
ブラジ ル 不 正 行 為 法 が 制 定され た
1992年以来、企業に汚職行為に関する責任
を負わせることが可能となった。当該不正行
為法に基づいた罰則は厳しく、次の内容を含
む。即ち、1) 不正利得の場合は損害額の全額
賠償および不正行為の結果として得た利得額
の最大3倍までの制裁金、2) 公共機関への有

Introduction
The compliance environment in Brazil went
through relevant changes in the last years. In 2013,
the dawn of Operation Car Wash (“Operação Lava
Jato”) – the largest anticorruption investigation in
Brazil’s history and likely one of the largest in the
world – triggered a one-way process that modernized
the Brazilian anticorruption legislation and resulted
in the imprisonment of important politicians and
executives. The numbers are astonishing: until December 2019, Operation Car Wash resulted in the
indictment of 484 and in the conviction of 159 individuals. The Public Prosecutor’s Office (“MPF”) expects to recover over JPY 334 billion in damages due
to leniency agreements entered into with companies.
All this process changed the very way of doing
business in Brazil, in different manners and important to mention that compliance became much more
relevant with the negative impact of the new coronavirus issue in the economic situation in Brazil. This
short article provides a high level overview of three
of them: (i) the escalation of punishments schemes
to companies; (ii) the increase of the importance
of compliance programs; and (iii) the relevance of
negotiated resolutions.

The escalation of punishment schemes to companies
Companies may be held liable for corruption
activities since 1992, when the Brazilian Improbity
Act was enacted. The penalties stipulated by the Improbity Act are severe and include (i) full redress of
damages and civil fine of up to three times the values
received as a result of the illegal conduct in case of
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Since the Brazilian Anticorruption Act
entered into force, companies that are
found guilty of engaging in practices
against the public administration are
subject to a fine ranging from 0.1% to
20% of their gross turnover.

illegal enrichment; (ii) full redress of damages and
civil fine of up to two times the value of damages in
case of harm to the Public Administration; or (iii)
full redress of damages in case of improbity acts.
Moreover, the Improbity Act may also result in the
blacklisting of companies for entering into agreements with the public administration.
In 2013, following a series of demonstrations
and riots, the Brazilian Government enacted Law No.
12846/2013 (the “Brazilian Anticorruption Act”),
which set one additional layer of punishments to
companies: since the Brazilian Anticorruption Act
entered into force, companies that are found guilty of
engaging in practices against the public administration are subject to a fine ranging from 0.1% to 20% of
their gross turnover, less taxes, in the year prior to the
initiation of the administrative proceedings.
The Brazilian Anticorruption Act also (i) provided for strict liability to companies; (ii) in practice, established the Brazilian Anticorruption Leniency Program;
and (iii) created liability for companies that engage
in corruption activities with foreign public servants.
The Anticorruption Act was an important leap
forward in the Brazilian anticorruption system and
became widely used by several different authorities,
including the Public Prosecutor’s Office, the General
Attorney and the General Comptroller’s Office.

Compliance programs in Brazilian
organizations: a key part of the structure
The awareness created by successive corruption scandals was sufficiently compelling for companies to notice the importance of creating (or improving) internal control mechanisms. As a result,
creating or improving compliance programs became
an important part of the organizations, .
Important public companies, such as Petrobras
and Caixa Econômica Federal, which were affected
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ブラジル腐敗防止法が施行してから公
共機関に対して有罪となる行為を行な
っていた企業は、
行政手続きの開始前

の事業年度の税抜き総売上の0.1%から
20%までの制裁金が科せられる。

害行為の場合は損害額の全額および損害額
の最大2倍までの制裁金、3) 不正行為の場合
は損害額の全額賠償、等である。
さらに、不正
行為法により企業が政府公共機関との契約
を禁じられるブラックリストに加えられること
も可能となった。
2013年には、一連の抗議運動や暴動に
伴いブラジル政府が法律12846/2013号（腐
敗防止法）
を制定し、
企業に対してさらなる刑罰
を加えられることになった。
ブラジル腐敗防止
法が施行されてから、公共機関に害を起こし、
有罪となった企業に対しては、行政手続きの開
始前の事業年度の税抜き総売上の0.1%から
20%までの制裁金が科せられるようになった。
ブラジルの腐敗防止法により、1) 企業
が厳格な責任を負うようになり、2) ブラジル
汚職防止リーニエンシー制度が実際に設けら
れ、3) 外国公務員との汚職行為に携わってい
る企業も責任を負うことになった。
腐 敗 防 止 法 はブラジ ル の 汚 職 対
策における重要な躍進となり、連邦検察局
(Ministério Público Federal)、連邦総弁護庁
（Advocacia Geral da União）、および国家総
監督省（Controladoria Geral da União）
を含
む異なる複数の当局が当該法律を広く執行
できるようになった。
ブラジル企業におけるコンプライアンス制度：
主な構造
相次ぐ汚職事件は、内部統制の仕組み
を作る
（または改善する）
ことの重要性を企業
に認識させるには十分な効果があった。
その結
果、
コンプライアンス制度の構築またはその改
善は各企業にとって重要な課題となっている。
ブ ラ ジ ル 国 営 石 油 会 社 ペトロ ブ
ラス（Petrobras）やブラジル連邦貯蓄銀行
（Caixa Econômica Federal）などの汚職事
件で影響を受けた主要企業はコンプライアン
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Creating or improving compliance
programs became an important
part of the organizations.

コンプライアンス制度づくり
またはその改善は各企業に
とって重要となる。

by corruption scandals, created specific compliance
departments. Several private companies devoted a
significant part of their budget to prevent, detect and
curb fraud, corruption and other issues, investing in
training, monitoring, hotlines and risk assessments.
This has been a recent trend for subsidiaries of Japanese companies doing business in Brazil.
The companies soon realized that having a
structured and effective compliance program was
good for business: it increased the market value of
the company, prevented problems and attracted the
best talents. Moreover, as a result of processes such
as Know Your Client and closed scrutiny from auditors, not having a compliance program could result
in loss of businesses.
For all these reasons, compliance due diligence
played a major role in M&A transactions. Compliance due diligence became extremely complex, as it
is increasingly important to know exactly the compliance risks that are associated to a company that
is in the verge of acquisition, and such due diligence
became highly advisable to most of the Japanese
companies interested in acquiring business in Brazil.

ス部門などを設けるようになった。
さらに、い
くつかの民間企業は不正、汚職やその他の問
題の防止、検出、阻止、研修、モニタリングのた
めやホットライン設置とリスク評価等のため
に投資している。
ブラジルで事業展開する日
本企業の子会社も最近この傾向がみられる。
それぞれの企業は、効果的なコンプラ
イアンス制度が事業にとって有益であること
に気づき、それが企業価値の増大、問題の
発生防止、そして最良の人材雇用などをも
たらすようになった。
また、KYC（Know Your
Client）
プロセスや監査による精査の結果とし
て、
コンプライアンス制度がないことは事業の
損失につながることも明らかになった。
上記に挙げた理由により、
コンプライア
ンス・デューディリジェンスはM&A取引にお
いて重要な役割を果たしてきた。実際、買収先
企業において、
どのようなコンプライアンス・リ
スクがあるかを正確に把握することの重要性
が高まった結果、
コンプライアンス・デューディ
リジェンスは非常に複雑になっているが、
ブラ
ジルで企業買収に関心のある日本企業の大
半はそのようなデューディリジェンスを実施す
ることを強く推奨されている。

The relevance of negotiated solutions
With the escalation of punishment schemes
to companies, it became of paramount importance
for companies to find a way of putting corruption
issues to rest. Moreover, the increased cooperation
between Brazilian and foreign authorities (including
the US, the UK and the Swiss authorities) created an
overwhelming volume of evidence and documents
in the investigations, as well as cross-border liability,
with values that were hard to estimate.
Engaging in a time-consuming fight in the
Judiciary Branch could not be worth it: during the
interim time, the Judiciary Branch could freeze
the bank accounts of companies and the Public
Administration could, at least as a practical matter, avoid doing business with companies that were
under investigation.
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交渉による解決策の重要性
企業に対するより厳格な制裁が適用さ
れるようになったため、企業にとって汚職問題
に終止符を打つ方法を探ることが極めて重要
となった。
さらに、
ブラジルと外国当局（米国、
英国およびスイス当局を含む）
との協力が増
したことで、捜査の証拠と書類の量が膨大と
なったほか、賠償額の推定が困難なクロスボ
ーダーの賠償責任も生じてきている。
裁判で時間のかかる戦いに挑むのは有
用ではないだろう。司法当局は企業の銀行口
座を凍結することができ、公共機関も
（少なく
とも事実上は）捜査対象の企業との事業取引
を避ける可能性がある。
そういう意味では、交渉を通じた解決
策、つまりリーニエンシー協定（制裁金減免制

度）を締結することは、企業にとって自然の行
動である。複数の当局間とリーニエンシー協
定を交渉するには多くの課題はあるが、ブラ
ジル政府は当局間で調整が行われるように
努めている。行政当局から訴訟を起こされた
企業と比べれば、
リーニエンシー協定を通じ
た交渉による解決を選んだ企業は満足な結
果を得られていると思われる。
結論
確かにブラジルにはまだ長い道のりが
あるが、近年の努力に成果は見られる。主とし
ていくつかの政治的な理由でこれらの取り組
みには後退もあったが、
ブラジルの政府機関
と企業は汚職捜査のさらなる前進を可能にす
る解決策を見いだすことができた。
今後ブラジルのビジネス環境は、
より倫
理的で清廉潔白なものとなることを確信して
おり、外国投資家、
とりわけ日本の投資家にと
ってより好ましくなるとみられる。一方、近代化
もせず新しい時代についていけない企業は、
捜査対象になる可能性があり、意義あるビジ
ネス関係に携わることはできないであろう。
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In this sense, finding a negotiated solution –
through leniency agreements – became the natural
course of action. Regardless of the many challenges
involved in negotiating leniency agreements with
multiple authorities, there is an effort from the Brazilian Government for coordination among the authorities. The results for companies that actually opted for
a negotiated solution through leniency agreement
were satisfactory, if compared to companies that had
to face lawsuits filed by public authorities.

Conclusion
While Brazil still has a long way ahead, it is
apparent that the efforts of the recent years are fruitful. These efforts had some setbacks, mainly due to
political reasons, but the Brazilian institutions and
companies were able to find solutions that would
still enable investigations to move forward.
For the coming years, one can only trust that
the business environment in Brazil will be more ethical and clean, becoming more favorable for foreign
investors, specially Japanese investors – and that companies that do not modernize themselves and adapt to
the new times will either be investigated or unable to
engage in meaningful business relationships.
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BRAZILIAN INFRASTRUCTURE:
A NEW FRONTIER
ブラジルのインフラストラクチャー：
新たなフロンティア

I

t is somehow intuitive to think that the infrastructure of a country that, in the accounts of
the International Monetary Fund, is the 9th largest economy by nominal GDP and 8th by purchasing power parity and has the 5th largest country
by extension, is vigorous.
The reality in Brazil is, however, different.
Decades of underinvestment caused by limited public investment and poor-quality projects resulted in an enormous “infrastructure gap” between
what the country should have to be internationally
competitive and what the country has. World Economic Forum’s 2018-19 Global Competitiveness
Index, for instance, reveals that in the infrastructure
pillar, Brazil occupies a modest 78th place among
140 countries.
Brazil had a Federal government-instilled
infrastructure boom during the 1950-70s, which
helped the country’s economy to increase at the
average by 7.5% per year during that period. Half a
century later – and investments in the last 15 years
that were insufficient to cover depreciation – the
infrastructure created at that period still plays a vital
role in the economy.
If investment in infrastructure is pivotal for
the country to unlock the low or flat productivity cycle, Brazil needs to attract private investment
because the public investment will continue to be
scarce over the next years.
Even though private investments are proportionally high already (it corresponds to approximately 65% of all the investments made
in the Brazilian infrastructure sector in 2019),
more is needed. Per influential think tanks as the
Brazilian Association of Infrastructure and Basic
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国際通貨基金の統計で、名目GDP世界
9位、購買力平価8位、国土面積は世界第5位
である経済大国において、インフラストラクチ
ャーが急成長しているのは、ある意味当然の
ことだと考えるかも知れない。
しかしながら、
ブラジルの現実は異なっ
ている。
限られた公共投資や質の低いプロジェ
クトにより、
ブラジルは数十年間にわたり投資
不足に陥り、国際的な競争力を保持するため
に国として持っているべきインフラと、国が実
際に持っているものとの間の重大な「インフラ
ギャップ」
を引き起こした。例えば、世界経済フ
ォーラムの2018～19年グローバル競争力指
標は、インフラ分野において、
ブラジルは140
カ国中控えめな78位に位置している。
ブラジルでは、1950～70年代に連邦
政府主導のインフラブームが起こり、その期
間中、国の経済は年平均7.5%成長した。それ
から半世紀経ち、直近15年間で実行された投
資が価値の減少を補完するのに不十分であ
ったこともあり、当時作られたインフラは、
ブラ
ジル経済において、いまだに極めて重要な役
割を担っている。
低水準または現状維持的な生産サイク
ルから脱却するためにはインフラ投資が国に
とって重要であるが、公共投資は今後数年に
わたって不足し続けると言われており、
ブラジ
ルは民間投資を誘引する必要がある。
民間投資はすでに高い割合を占めてい
る
（2019年にブラジルのインフラセクターに
おいて実行された投資額合計の約65%に相
当する）が、更なる民間投資が必要である。
ブ
ラジルで影響力のあるシンクタンクであるブラ
ジルインフラ基幹産業協会（ABDIB）等によれ
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If investment in infrastructure is pivotal
for the country to unlock the low or
flat productivity cycle, Brazil needs to
attract private investment because the
public investment will continue to be
scarce over the next years.

低水準または現状維持的な生産サイ
クルから脱却するためにはインフラ
投資が国にとって重要であるが、
公共
投資は今後数年にわたって不足し続
けると言われており、
ブラジルは民間
投資を誘引する必要がある。

Industries (ABDIB) to increase Brazil's global
competitiveness, investments in the sector must
be equivalent to at least 4.8% of Brazil's annual
GDP – or more than the double that it has invested in the last decades.
To see the whole picture, one also needs to
take into consideration that the framework that
accounted for a more significant part of the private
investments have eroded in the last years. On the
one hand, the investment capability of the Brazilian
construction conglomerates, who were the core investors over the previous decades, became virtually
inexistent since globally infamous corruption scandals severely hit them. On the other hand, highly
subsided financing from government-controlled
banks such as BNDES (Brazil’s Development Bank)
became rare. In a nutshell, Brazil’s challenge is enormous and requires profound changes in the regulatory framework.
Cognizant to the size of the challenge, in the
last years, the Brazilian government implemented
unprecedented measures to increase the attractiveness of infrastructure projects at foreign investors’
eyes by adopting simple steps.
One notable example is the creation of the
so-called ‘Investment Partnership Program’ (“PPI”)
in 2016, created to strengthen and streamline the
relationship between the Federal Government and
private entities in the development of infrastructure projects and other privatization measures. As
of 2016, infrastructure projects included in the PPI
are deemed strategic and indispensable ventures,
with national priority before all public administration levels.
Yet another simple but essential step towards
modernization of the legal framework is the rule
that tender documents of projects enlisted in the
PPI must be available in Portuguese and English
languages, in addition to a more extended period
for bidders to submit proposals (100 days against the

ば、
ブラジルの国際競争力を向上させるには、
インフラ投資はブラジルの年次GDPの4.8%
以上、つまり過去数十年に投資した金額の倍
以上に相当する額が必要である。
全体像を見ると、民間投資のうち、
より
重要な部分を占める体制がここ数年で失われ
てきていることも考慮する必要がある。一つに
は、過去数十年にわたって中核投資家であっ
たブラジル建設コングロマリットの投資余力
が、世界的にも知られた汚職スキャンダルに
よって激しく打撃を受けたことで実質的に存
在しなくなった。
さらに、BNDES（ブラジル国立
経済社会開発銀行）などの政府系金融機関の
高額の補助金による融資もほとんどなくなっ
た。簡潔に言えば、ブラジルの直面する課題
は非常に大きく、規制の枠組みに大きな変化
が必要とされている。
課題の大きさを認識したブラジル政府
は、
ここ数年、
シンプルな施策を導入することに
より、外国投資家から見てインフラ事業の魅力
が向上するような前例の無い施策を実行した。
顕著な例として、2016年の通称「投資
パートナーシッププログラム（PPI）」の創設が
挙げられる。
これはインフラプロジェクトやそ
の他民営化施策の開発における連邦政府と
民間企業との関係を強化・合理化するために
設置されたものである。2016年時点で、PPIに
含まれているインフラプロジェクトは、あらゆ
る行政体レベルで国家的な優先事項とされる
戦略的かつ不可欠な事業と考えられている。
法的枠組みの現代化に向けたシンプ
ルであっても不可欠な新しい施策として、入
札者が提案書を提出するまでの期間をより長
くする
（通常45日のところを100日）
ことに加
え、PPIに記載されたプロジェクトの入札書類
は、ポルトガル語と英語の両方で用意する必
要があるというルールが挙げられる。
このよ
うなルールは、全ての入札者がポルトガル語
を理解し、
ブラジルの法律について熟知して
いるはずという根拠の無い前提を排除する。
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もう一つの極めて重要な変更は、政府
系金融機関のBNDESとブラジル連邦貯蓄銀行
（Caixa Econômica Federal）の新たな役割
の追加である。単なる資金調達エージェントと
して機能する代わりに、今日では、両行はより
安定的で技術的根拠のある
（従って、
より質が
高い）
インフラプロジェクトを構築する高度で
戦略的な活動を行っている。加えて、BNDES
による高額の補助金による融資の終了は、半
独占体制を壊し、プロジェクトに資金提供を
する法人として、IFC – International Finance
Corporation（国際金融公社）、世界銀行、国
際協力銀行（JBIC）、独立行政法人国際協力
機構（JICA）
（なんらかの「日本的な要素」のあ
るプロジェクトへの資金提供を使命とする）
や、その他の銀行に領域を解放した。それは
また、インフラ債などの代替的な融資手段の
発展にとっても有益な環境を作り出したとも
言えるだろう。2019年、
この種の債券発行は
2018年と比べて56％増加し、合計338億レ
アルに相当する額となった。
さらに、連邦政府はBNDESに対して
（信
頼性の向上およびそれによる民間企業の関
心の喚起のため）
プロジェクトの資金的かつ
社会的インパクトを最大化させ、
また、インフ
ラを所管する省庁と連携して調査研究を行う
ことでプロジェクトの透明性を担保させること
を課し、インフラ投資を促進させる更なる重
要な施策を講じた。
ボルソナロ大統領政府がブラジルの経
済成長に良い影響を与える環境を創出する
ために有意義な法改正の実施を支持してい
ることに疑いはない。長く待ち望まれた社会
保障改革の後、税制改革などの他の構造改革
が、民間投資を刺激し奨励するべく進行中で
ある。
インフラの現場でも状況は変わらない。
最近の取り組みの一つである連邦法令
第10,025号は、道路、鉄道、港湾、空港のプ

usual 45). Such rule brakes the ungrounded assumption that all bidders understand Portuguese and are
acquainted with Brazilian laws.
Another change of paramount importance is
the new role of the Federal government-controlled
banks BNDES and Caixa Econômica Federal. Instead of acting as a mere financing agent, nowadays,
both still perform the highly strategic activity of
building up steadier and more technically grounded
infrastructure projects (and thus of higher quality).
Besides, the end of highly subsided financing by
BNDES broke a quasi-monopoly, opening space to
entities such as IFC, World Bank, JBIC, JICA (who are
mandated to finance any project with some degree of
"Japanese flavor") and other banks to finance projects.
It also created an environment beneficial for the development of alternative financing instruments such
as the infrastructure debentures – in 2019, the issuance of this type of debentures grew 56% compared to
2018, which corresponded to BRL 33.8 billion in total.
Moreover, the Federal government took
yet another critical step to foster investments in
the sector, by mandating BNDES to maximize the
projects’ financial and social results and guarantee
the projects' transparency (to increase the reliability and then attract the private entities’ interests),
preparing studies in partnership with the ministry
dedicated to infrastructure.
There is no doubt that President Bolsonaro's government is championing meaningful legislative changes to create an environment conducive
to economic growth. Following the long-awaited
social security reform, other structural reforms
such as tax reform are underway to stimulate and
encourage private investments. In the infrastructure front, the situation is no different.
One recent initiative is the Federal Decree
No. 10,025, that gives certainty and security as

連邦政府は、
BNDESに対して
（信頼性の向
上およびそれによる民間企業の関心の喚
起のため）
プロジェクトの資金的かつ社会
的インパクトを最大化させ、
また、
インフラ
に携わる省庁と組んで調査研究を行うこと
でプロジェクトの透明性を担保させること
を課し、
インフラ投資を促進させる更なる
重要な施策を講じた。

The Federal government took yet another
critical step to foster investments in the sector,
by mandating BNDES to maximize the projects’
financial and social results and guarantee
the projects' transparency (to increase the
reliability and then attract the private entities’
interests), preparing studies in partnership
with the ministry dedicated to infrastructure.
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All the efforts on providing a legal and
regulatory framework to stimulate the
private investments (…) are undoubtedly
strong indications of promising opportunities
in Brazil for foreign infrastructure
investors and project developers.

民間投資を刺激し、
(…) 法的および規制上
のフレームワークを提供する全ての取り組
みは、
海外のインフラ投資家およびプロジ
ェクトディベロッパーにとって、
ブラジルに
おいて大いに期待できる事業機会がある
ことを強く示していることは間違いない。

to the use of arbitration procedure to the road,
railway, port and airport projects. In addition, the
Normative Instruction No. 10/2020, published
in February/2020, for the first time allowed the
foreign companies without operation in Brazil to
be enrolled with the General Suppliers’ Registry
System (Sicaf), facilitating their eligibility process
and participation in public bids.
Other relevant bills that have the potential
to change the landscape dramatically are under
consideration. New Debentures Law, New Rail
Landmark, New Sanitation Landmark, New Bidding Law, Sea Highway Law, New Environmental
Licensing Landmark and General Law on Concessions, PPPs and Consortia are noteworthy initiatives that, once implemented, may kick start a
modernization wave on the sector.
But, despite such hopeful announcements,
there are critical challenges to be tackled by private investors.
One good example is that a thorough anticorruption, bribery and compliance investigation
should be top of mind because multi-billion corruption scandals hit the whole infrastructure sector hard.
Discontinuity of old projects by newlyelected officials, a problem more evident at the
municipal level, is an old habit that causes delays
or suspension of ongoing projects, thus reducing
the legal certainty of vital projects such as urban
mobility and sanitation projects.
And perhaps one of the most significant changes that foreign investors expect to see is the Brazilian
government's approach towards currency risk in
infrastructure projects, especially when the financing
is foreign currency-based and revenues are Brazilian
real-based. With exception to the oil and gas sector
and few isolated initiatives, foreign investors cannot
find legal and cost-effective tools to adequately protects against exchange rate fluctuations, often forcing
the investor to bear the currency risk integrally.

ロジェクトにおける仲裁手続きの利用に関し
て、確実性と安全性を提供するものである。な
お、2020年2月に成立した法令第10/2020号
は、
ブラジル国内で事業を持たない外国企業
に初めて供給業者統一登記システム（Sicaf）
への登録を許可し、入札参加資格申請手続き
と入札への参加がより簡略化された。
また、現在の状況を劇的に改善する可
能性があるその他の関連法案が議論されて
いる。新社債法、鉄道の新たな規制の枠組み、
上下水道の新たな規制の枠組み、新しい入札
法、海上交通法、環境ライセンスの新たな規
制の枠組みコンセッションに関する一般法、
官民パートナーシップ（PPP）およびコンソー
シアムは注目に値する取り組みであり、施行さ
れればインフラセクター近代化の波を起こす
可能性がある。
しかし、
このような希望の持てる発表が
ある一方、民間投資家が直面する重要な課題
が他に存在する。
その一例は、数十億規模の汚職スキャ
ンダルがインフラストラクチャーセクター全体
に大きな影響を及ぼしたため、汚職防止・賄
賂およびコンプライアンスに関する徹底した
調査を最優先課題とすべきことである。
市長の変更に伴う政策の不連続性は市
町村レベルでより顕在化する問題だが、進行
中のプロジェクトの遅延または一時停止を引
き起こす古い習慣であり、都市のモビリティや
上下水道プロジェクトなど重要なプロジェクト
の法的安定性を揺るがす。
おそらく外国投資家が期待している最
も重要な変化の一つは、インフラプロジェクト
における通貨リスクに対するブラジル政府の
アプローチであり、特に資金提供が外貨建て
で収益がブラジルレアル建てになる場合であ
ろう。石油・ガスセクターおよび数少ない例外
的取り組みを除き、基本的には為替レートの
変動のリスクを回避するための法的措置や費
用対効果の高いツールがないため、外国投資
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Although it is still premature to say that
there is a trend, there were some improvements in
the last three years.
The first project that brought up a more
creative approach to address this issue was the
road bids launched by the Transportation Agency
of São Paulo in 2016, with the introduction of
the variable concession fee mechanism, which
changed per the fluctuation of the US dollar. In
the same fashion, the bid of airports promoted in
2017 endeavored to address the foreign bidders’
concern in this regard. Finally, the Public Hearing No. 10/2019, carried out by the National Land
Transportation Agency (ANTT) in 2019, raised
the discussion around the establishment of a "currency hedge mechanism" again.
Currently, Brazil has almost 100 ongoing
PPI projects in various sectors and, for the second
semester of 2020, the government is planning to
promote auctions of railways in the States of Mato
Grosso and Pará, mining rights in the States of
Rio Grande do Sul and Paraíba, concession of 22
airports, 128 blocks of oil and gas exploitation, 6
roads’ stretches, in addition to other privatization
projects under discussion.
Thus, all the efforts on providing a legal
and regulatory framework to stimulate the private
investments – so tackle the country’s infrastructure gap – are undoubtedly strong indications
of promising opportunities in Brazil for foreign
infrastructure investors and project developers.
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家はしばしば自身で通貨リスクを全面的に負
担してしまう。
一定の傾向があるというには早計であ
るものの、過去3年間にいくらかの改善があっ
たことは確かである。
この問題に対処するためのよりクリエ
イティブなアプローチを提案した最初のプロ
ジェクトは、サンパウロ州交通局（ARTESP）に
よって2016年に開始された道路入札であっ
た。
その入札では、米ドルの変動によって変化
する変動コンセッションフィー（運営権対価）
の仕組みが導入された。同じように、2017年
に公開された空港の入札では、
この点に関し
て外国の入札者の懸念に対処することに努め
た。最後に、2019年に国家陸運庁（ANTT）に
よって実施された公聴会No.10/2019のおい
ても
「為替ヘッジメカニズム」の設置について
改めて協議された。
現在、
ブラジルの様々なセクターにおい
て100件近くのPPIプロジェクトが進行中であ
り、2020年の下半期には、政府は検討中のい
くつかの民営化プロジェクトに加え、マットグ
ロッソ州およびパラー州での鉄道、
リオグラン
デドスル州およびパライーバ州における採掘
権、22の空港のコンセッション、128鉱区にわ
たる石油およびガス開発、6本の道路の延長
の競売促進等を計画している。
このような、民間投資を刺激し、ひいて
は国のインフラギャップを解決するための法
的および規制上の枠組みを提供する全ての
取り組みは、海外のインフラ投資家およびプ
ロジェクトディベロッパーにとって、ブラジル
に有望な事業機会があることを強く示してい
ることは間違いない。
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MADRID PROTOCOL COMES
INTO FORCE IN BRAZIL
知的財産に関するマドリッド協定の
プロトコルがブラジルで発効

The Madrid Protocol has been widely known
internationally in the field of trademarks since 1996. It
is a multinational mechanism that allows trademarks
registered domestically to be applied internationally
with ease after one application. This so-called Madrid
system has achieved a remarkable simplification of
the international trademark registration process in
many respects, for example, making it possible to pay
fees due to foreign public authorities in the applicant’s
own country, without the need for remittance.
The main economic powers in the world have
already joined the Madrid system, with Brazil being
the only non-member among them, but the situation
was rectified when the protocol of the agreement was
approved by the Brazilian Parliament on May 28, 2019.
The instrument of accession, signed by the President
of the Republic, was deposited at the World Intellectual
Property Organization WIPO in Geneva and entered
into force three months later, on October 2nd, 2019.
According to Brazil’s National Institute of
Industrial Property (INPI), “the Madrid Protocol
aims to simplify for applicants to file and administer
trademark applications in several countries, through
the centralized management of these registrations.
Applicants can apply for trademark protection in
several countries by filing a single international application form, in a single language, and with centralized payment of fees”.
The National Congress, by means of Legislative Decree No. 49/2019, highlighted some rules
that are especially valid for Brazil, in contrast to the
original text of the Madrid Agreement. The Brazilian
INPI has a period of 18 months instead of the regular
12 to decide on a trademark application submitted
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マドリード協定のプロトコルについて
は、すでに1996年以降、標章の分野において
国際的に広く知られていた。
これは国内で申
請された標章が審査の結果、国際的にも簡易
にその権利を延長することができる多国的メ
カニズムである。
このいわゆるマドリード・シス
テムは、様々な面において顕著な簡素化を実
現させ、例えば、国外の公的機関への手数料
の支払いを送金せずに、自国で払い込めるよ
うになったことである。
マドリッド同盟は、世界の主だった経済
大国が参加している中で、
ブラジルだけが加
盟していなかったところ、2019年5月28日に、
同協定のプロトコルがブラジルの国会で承認
されたことによって是正された。加盟文書は大
統領による署名後、
ジュネーブの世界知的所
有権機関（WIPO）に7月2日付で寄託され、3
か月後の2019年10月2日に発効した。
ブラジル国家工業所有権院（INPI）によ
ると、
「マドリッド・プロトコルは、申請者が複数
の国で行う標章の出願と管理を、標章登録の
一元管理を通じて簡素化することを目的とす
る。出願人は、単一の国際出願書類を単一の
言語で提出し、集中的に手数料を支払うこと
で、複数の国での標章保護を申請できる」
と、
いうことである。
国会は、2019年立法府命令第49号に
より、マドリッド協定の原文とは異なる、ブラ
ジルでのみ有効ないくつかの規則を打ち出し
た。INPIは、本プロトコルを通じて提出された
標章出願について決定を下すにあたり、通常
の12か月ではなく18か月の期間を認める、
と
している。
したがって、INPIは出願日から18か
月以内に出願の拒絶または承認の決定を行

わなければならないが、出願に対する異議申
し立てがあった場合には、その期間をさらに
延長することができる。
今一つの重要な点は、新規則の公布
以前にマドリッド・プロトコルを通じて行われ
た国際登録はブラジルには適用されない、
ということである。すなわち、2019年10月2日
（2019年立法府命令第49号の発効日）以降
に行われた出願のみが、本マドリッド制度を
介してブラジルでの適用を申請できる。国際
出願の使用言語については、出願人が英語ま
たはスペイン語で行う必要がある。
これらの点に加え、INPIはWIPOの拒
絶に関する暫定的決定、すなわちWIPOが出
願人に対して申請された標章がおそらく認
められないことを事前に伝えた場合には、再
検討を行う権利を留保しているので、
この場
合の手続きがどうなるのかについては疑問
が残る。
最 後 に 標 章 の 使 用 ライセンス に つ
いて。外 国 の 標 章 使 用ライセンス 所 有 者
は、WIPOに登録するのみではブラジルで同
ライセンスを使用できない。ブラジルでライ
センス使用の権利を行使し、法的効果を生じ
させるためには、それらのライセンスに関わる
一連の書類を登録する必要がある。
マドリッド・プロトコルの規定では、外国
の権利所有者は国外から直接登録手続を行
うことが可能となったが、実際にはブラジル
で代理人を委任して手続を追行することが不
可欠である。標章登録出願はWIPOを介して
国外から直接行うことが可能になったが、同
手続は引き続きブラジル法の規則に従い、
ブ
ラジル国内でのみ行われる。標章の完全な防
御は、
これらの規則とINPIの手続実務を熟知

through the protocol. Therefore, INPI must decide
whether to reject or approve the application within
18 months from the filing date, but it may extend
that period if there is any objection to the application.
Another relevant point is that international
registrations carried out through the Madrid Protocol before the promulgation of the new rules cannot
be enforced in Brazil. This means that only applications made after May 28, 2019 (date of entry into
force of Legislative Decree No. 49/2019) may apply
for enforcement in Brazil via the Madrid system.
International applications must be submitted by
depositors in English or Spanish.
In addition to these points, INPI reserves the
right to review interim WIPO decisions regarding
refusals (when the international body mentions in
advance to the depositor that the requested trademark
will probably not be recognized), so there are still
doubts about what the procedure will be in such cases.
A final point is regarding trademark licenses
is that it will not be possible for the foreign owner to
enforce his trademark license if it is registered only
before WIPO. It will be necessary that the respective
license documents are also registered in Brazil for
them to be enforceable in the country.
Notwithstanding the provisions of the Madrid Protocol allowing foreign holders to carry
out register operations directly from abroad, it will
remain essential in practice to hire a representative in Brazil to monitor the process. Although the
application for registration of the trademark can
now be made directly from abroad, via WIPO, the
trademark registration process will continue to be
processed exclusively in Brazil, subject to the rules of
Brazilian law. The full defense of the trademark will

マドリッド・プロトコルの規定を国内に

The efforts made by the Brazilian authorities
to enable the implementation of the Madrid
rules in the country have also resulted in
undeniable benefits for local users of the
trademark registration system. It is clear, for
example, that the average waiting time for
the processing of a trademark registration
has decreased from up to 2 years; according
to my experience in the last 30 years, to
between 6 and 10 months.

も導入したINPIの取り組みは、
国内の

標章登録制度の利用者に利益をもた

らしたことは否定できない。
例えば、
標
章登録の手続きに要する平均的な待

ち時間が短縮さらたことは明らかで、

通常で最大2年かかっていたものが、
6
か月乃至10か月に短縮されている。
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continue to depend on its close monitoring by a professional who has knowledge of these rules and the
procedural practice of the INPI. Furthermore, the
activities of trademark search (carried out before the
deposit) continue to be of high importance, and only
professionals experienced in the Brazilian business
and commercial practice will know how to measure
the probabilities of success in the registration of the
trademark, as well as to manage it and defend it to
the extent necessary so that the holder is fully aware
of its extent and strength of his rights.
That being said, the efforts made by the Brazilian authorities to enable the implementation of
the Madrid rules in the country have also resulted in
undeniable benefits for local users of the trademark
registration system. It is clear, for example, that the
average waiting time for the processing of a trademark registration (when no complications have occurred) has decreased from up to 2 years; according
to my experience in the last 30 years, to between 6
and 10 months. This extra time, essential for companies and other users, comes in the wake of the growing digitalization of INPI's operations, which today
operates almost completely through online systems.
In short, it is commendable for the Madrid
Protocol to enter into force in Brazil, albeit with
considerable delay (Brazil was one of the few countries that still did not apply Madrid rules, which have
existed for decades). This had been in demand for a
long time by trademark owners around the world
and will not only reduce costs and decrease the need
for wasting time complying with bureaucratic procedures but also increase productivity for foreign and
local users alike.

した専門家による綿密な追行に依存している
ことを理解しなければならない。。さらに、標
章が既登録か否かに関する調査は出願以前
に実施することが望ましく、引き続き重要であ
り、ブラジルにおけるビジネスや商慣習に精
通した専門家のみが標章登録の成功確率を
評価し、外国の権利所有者が自己の権利の範
囲と効力を十分認識できるよう、
しかるべき範
囲で当該標章の管理と侵害に対する防御を
可能とする。
更に言えば、マドリッド・プロトコルの規
定を国内にも導入したINPIの取り組みは、国
内の標章登録制度の利用者に利益をもたらし
たことは否定できない。例えば、標章登録の手
続きに要する平均的な待ち時間（複雑な問題
が伴わない場合）が短縮さらたことは明らか
で、筆者の30年来の経験によれば、通常で最
大2年かかっていたものが、6か月乃至10か
月に短縮されている。
こうした時間節減は企
業やその他のユーザーにとって必要不可欠で
あり、INPIが業務のデジタル化を進め、現在で
はほぼすべての手続きがオンラインで行われ
ている流れと軌を一にする。
結びに代えて付言するならば、
ブラジル
で遅ればせながらマドリード・プロトコルが発
効したことは歓迎すべきことである。それは、
同プロトコルが数十年前から発効していたに
もかかわらず、
ブラジルはそれに未加盟の数
少ない国の一つであったからである。
これに
よってコストが削減され、官僚的手続きに伴
う時間のロスを減らすだけでなく、海外と国
内の利用者の生産性向上にもつながることか
ら、世界中の標章の権利所有者が切望してい
たからである。
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