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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.55（2021年 5月分） 

2021年 6月 7日発行 

日付 2021 年 5 月 4 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-concede-ig-para-cafe-
das-montanhas-do-espirito-santo 

タイトル INPI、エスピリトサント州山間部のコーヒーに地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 4 日付の産業財産官報（RPI）にて、エスピリ

トサント州山間部で生産されるコーヒーに、原産地名称（DO）としての地理的表

示（GI）の付与について公示した。エスピリトサント州の 16 の市自治体からなる

地域を対象としている。これにより、ブラジル国内で生産されるコーヒーには 11

の地理的表示が付与されたこととなり、うち 4 つが原産地名称、7 つが原産地表示

（IP）としての登録となっている。エスピリトサント山間部スペシャルティコーヒ

ー生産者協会が INPI に提出した文書によると、この地域のコーヒーの特徴に影響を

与える地理的要件のうち、自然要因として標高が 500～1,400m、年間平均気温が 18

～22 度、年間平均降水量が 1,000～1,600mm という特徴が挙げられている。また人

的要因として、地域や家族で受け継がれる文化的な遺産に加え、主に手作業を中心

としたコーヒーの植付けや収穫が挙げられるという。 

 

日付 2021 年 5 月 5 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/receita-federal-destroi-quase-100-mil-aparelhos-de-
tv-box-piratas-nesta-quarta-feira-no-rio-25003162 

タイトル 国税庁、リオデジャネイロ州にて 10 万台の海賊版セットトップボックス「TV 

Box」を破壊 

 

日付 2021 年 5 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/onu-seleciona-consultor-
para-capacitacao-de-examinadores-de-patentes 

タイトル 国連が特許審査官養成のためのコンサルタントを選定 



 
 

2 
 

要約 国連（UN）は、ラテンアメリカ・カリブ地域経済委員会（ECLAC）を通じ、グリー

ン技術のトレーニングを実施するコンサルタントの選考プロセスを開始した。選考

への応募は 5 月 15 日まで受付けている。本コンサルティングの目的は、ブラジル

をはじめとするラテンアメリカ諸国の特許審査官を対象に、先進的なグリーン技術

やインダストリー4.0 に関する研修を行うための講師を選定するもの。本活動は、

欧州連合（EU）が推進する地域協力プログラム「Euroclima+」の一環として行われ

ている。INPI は最近にも、このプログラム下で 2 つ目の協力プロジェクトを承認し

ている。 

 

日付 2021 年 5 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/supremo-decide-que-extensao-de-
patentes-e-inconstitucional.ghtml 

タイトル 連邦最高裁判所、特許有効期間の延長を違憲と判断 

 

日付 2021 年 5 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/politica/noticia/2021/05/06/chanceler-diz-que-brasil-mantem-
posicao-contraria-a-quebra-de-patente-de-vacinas-contra-a-covid.ghtml 

タイトル 外務大臣、COVID-19 ワクチンの特許剥奪に反対の立場を継続と発言 

 

日付 2021 年 5 月 7 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2021/05/07/operacao-contra-pirataria-de-
oculos-prende-12-pessoas-e-apreende-uma-tonelada-de-produtos-avaliados-em-r-1-
milhao.ghtml 

タイトル メガネの模倣品対策捜査で 12 人を拘束、1 トンの製品を押収 

 

日付 2021 年 5 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/prorrogada-consulta-publica-
sobre-exame-de-pedidos-de-marcas-de-posicao 

タイトル 位置商標の出願審査に関するパブリックコメント募集期間を延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、位置商標出願の審査に関するパブリックコメント

の募集期間を 30 日間延長した。産業財産官報（RPI）第 2,627 号に公示されたも

の。コメントや提案がある場合は、2021 年 6 月 12 日まで、INPI ポータルサイトの

パブリックコメントのページに掲載されている記入フォームを用いて、指定のメー
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ルアドレスまで送付すること。 

 

日付 2021 年 5 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/espirito-santo-e-reconhecido-
como-indicacao-de-procedencia-para-o-cafe-conilon 

タイトル エスピリトサント州産のコニロン・コーヒーを原産地表示として認定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、コニロン・コーヒーの原産地表示「エスピリトサ

ント」の付与を発表した。2021 年 5 月 11 日付産業財産官報（RPI）第 2,627 号にて

公示されたもの。エスピリトサント州では、約 30 万ヘクタールの農地で年間 1,000

万袋のコーヒーが生産されている。コーヒーは州の主要な農産物であり、農村部の

収入と雇用のほとんどを創出している。この地理的表示は、2020 年 1 月 30 日にエ

スピリトサント州コーヒー連盟（FECAFÉS）から申請があったもの。同州では、

1912 年に最初のコーヒーの苗木と種子が導入され、現在ではコニロン・コーヒー

産業の発展において国内外でリファレンスとなっている。コニロン・コーヒーの栽

培が実際に大きく広がったのは 1960 年代以降で、これはコーヒー危機によりアラ

ビカコーヒーが主流だった国営農園の大部分が駆逐されたためだという。この 10

年間で同州のコニロン・コーヒーの品質基準は大きく向上したが、これは州の農業

生産に関連する官民の機関が、コーヒー農園における適切な農業慣行に関する意識

向上活動を行った結果とされる。 

 

日付 2021 年 5 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 連邦下院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.camara.leg.br/noticias/757768-camara-conclui-votacao-do-marco-legal-das-
startups/ 

タイトル 連邦下院議会、スタートアップ基本法を承認 

要約 連邦下院議会は 5 月 11 日（火）、スタートアップ基本法（2019 年付法案第 146

号）の投票を実施し、これを承認した。今後は大統領による批准手続きに回付され

る。本法案に対して連邦上院議会が行なった 10 項目の法案修正のうち、7 項目が

下院で承認された。これらの修正は主に、スタートアップ分野に適用されることに

なる従来とは異なる規則に関するものであった。法案の規定によると、製品・サー

ビス・ビジネスモデルに革新性を取り入れることに積極的な企業や協同組合で、前

年度の総売上高が 1,600 万レアル以下、かつ法人登録を行なってから 10 年以内の

企業は、スタートアップに分類される。承認された修正案の 1 つは、情報技術サー

ビス輸出の特別税制である Repes に参加する企業が新興企業向け投資ファンド

（FIP-Capital Seed）に投資した資金について、法人所得税および純利益に対する社

会負担金（CSLL）の課税標準から控除する可能性を除外したものであった。この法

案ではさらに、登録簡素化ポータル（Rudesim）を通じた特許や商標の出願につい

て、ブラジル産業財産庁（INPI）における優先審査を定めている。 

 

日付 2021 年 5 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 
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その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/observatorio-covid-19-faz-
estudo-sobre-vacinas-de-subunidade-proteica 

タイトル COVID-19 関連技術調査チーム、タンパク質サブユニットワクチンの調査を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）COVID-19 関連技術調査チームは、新型コロナウイルス

に関連する技術について新たな調査結果を発表した。「COVID-19 予防のためのタン

パク質サブユニットベースのワクチン：作用メカニズム、臨床試験及び特許出願」

と題されたこの報告書は、臨床試験がより進んでいるワクチンに関する一連の調査

の一部を成すもの。今後は、ウイルスベクターワクチンや不活化ウイルスワクチン

など、他の技術を用いたワクチンについても調査を行なっていく予定。 

 

日付 2021 年 5 月 12 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2021-mai-12/stf-derruba-prazos-extras-patentes-
medicamentos-equipamentos 

タイトル STF、医薬品及び医療機器の特許期間延長を認めず 

 

日付 2021 年 5 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/academia-do-inpi-divulga-
portfolio-de-cursos-de-2021 

タイトル INPI アカデミー、2021 年の講習ポートフォリオを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）産業財産・イノベーション・開発アカデミーは、今年

度に開催される産業財産・イノベーションに関連する研修・教育・研究プログラム

のポートフォリオを発表した。専門家育成プログラム（PDP）では、ブラジルのイ

ノベーションシステムに携わる政府機関や専門家の専門性を高めるためのトレーニ

ングにフォーカスし、「地理的表示と団体商標のワークショップ」「イノベーショ

ンクラスターのための産業財産」「コンピュータプログラムの保護」「技術移転契

約」「メディア関係者向け産業財産権の理解」「PCT ワークショップ」「INPI-世界

知的所有権機関（WIPO）サマーコース」の 7 つのテーマが定められ、対面又は遠

隔講習方式で実施される。また遠隔教育プログラム（PED）では、幅広いテーマへ

の理解を深めたいというニーズに合わせ、異なるレベルで知識を提供することを目

的とした基礎から上級レベルのコースを設けることとし、「産業財産権の総合遠隔

講習（DL 101P BR）」「特許上級遠隔講習（DL 301P BR）」「特許情報検索の上級遠

隔講習（DL 318P BR）」「特許出願書類作成の上級遠隔講習（DL 320P BR）」が予定

されている。 

 

日付 2021 年 5 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 
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出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/braganca-pa-conquista-
indicacao-geografica-para-farinha-de-mandioca 

タイトル パラー州ブラガンサ地域のキャッサバ粉が地理的表示を獲得 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 18 日、ブラガンサ地方（アウグスト・コレア、

ブラガンサ、サンタ・ルジア・ド・パラー、トラクアテウア、ヴィセウ市）産のキ

ャッサバ粉に、原産地表示としての地理的表示を付与することを発表した。今回の

登録により、ブラジル国内で保護されている地理的表示は合計 89 件となった。う

ち原産地表示は 64 件（すべて国内）、原産地名称は 25 件（国内 16 件、海外 9

件）となっている。ブラガンサ市におけるキャッサバ粉の生産活動は、この地域に

住んでいた先住民の日常生活の一部であったことから、同市の起源と同じくらいに

起源の古いものであるとされる。19 世紀末以降、生産規模は拡大し、地理的表示

の対象地域を構成する近隣市でも生産されるようになった。ブラガンサ産のキャッ

サバ粉には、「水の粉」と呼ばれる独特の製法がある。キャッサバをタンク内で 4

〜5 日浸し、発酵後に皮を剥き、きれいな水に 24 時間浸す必要があるのがこの名

前の由来となっている。その後粉砕工程を経て、プレス機のような役割を果たす先

住民の道具であるチピチー、又は一般的なプレス機に投入し、液体（トゥクピ）と

キャッサバの塊が分離される。これを予熱したオーブンでトーストする。よく粒状

になっており、発酵による独特の風味があるのが特徴。 

 

日付 2021 年 5 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-concede-patentes-
relacionadas-a-covid-10-em-apenas-256-dias 

タイトル INPI、COVID-19 関連特許を 8 ヶ月間という短期間で付与 

要約 経済省 生産性・雇用・競争力特別局のカルロス・ダ・コスタ特別局長と、ブラジル

産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラル・フルタード長官は 5 月 17 日、連邦政

府による COVID-19 対策活動支援の一貫として、INPI が行なってきた活動について

報告した。その中で、パンデミック対策関連の出願特許の付与に要した期間が、平

均 8 ヶ月となったことを明らかにした。ダ・コスタ特別局長は、特許審査の迅速

化、研究者や政府の意思決定を支援するための COVID-19 技術調査事業の設置によ

る新技術のマッピング、イノベーションや特許への投資を促進する INPI ビジネス・

プログラムを通じた企業への支援など、実施された数々のイニシアチブの重要性を

強調した。INPI はこれまでに、COVID-19 優先審査の申請を 127 件受理している。こ

れらの出願特許の平均決定期間は、優先審査申請から数えてわずか 245 日、約 8 ヶ

月となっている。中には、4 ヶ月足らずで最終決定に至ったケースもあった。この

うち約半数はブラジル居住者により開発された技術であり、この優先審査事業が、

疾病対策を含めた全国的なイノベーションの進展を促進する可能性を示している。 

 

日付 2021 年 5 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/comunicado-sobre-extincao-
do-paragrafo-unico-do-art-40-da-lpi 
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タイトル 産業財産法第 40 条補項の消滅に関するお知らせ 

要約 2021 年 5 月 13 日に連邦最高裁判所（STF）のディアス・トフォリ大臣が下した直接

違憲審査（ADI）第 5,529 号の判決により、1996 年付法令第 9,279 号（産業財産

法、LPI）第 40 条補項の規定が消滅したことに伴い、同日をもって、ブラジル産業

財産庁（INPI）が付与する特許に同規定が適用されることはなくなった。つまり、

同日以降に付与された全ての発明特許は 20 年間、同日以降に付与された全ての実

用新案特許は、出願日から 15 年間有効となる。また、2021 年 5 月 14 日に公表さ

れた、医薬品とその製造プロセス、医療目的に使用される機器や資材に関連する特

許への遡及的な適用を含めた決定に基づけば、当該分野の特許については、その有

効期間の調整を受けることとなる。これを受けて INPI では、その有効期限及び場合

により権利が消滅する場合の調整を目的として、2021 年 5 月 14 日時点でまだ有効

であった、何らかの期間延長が（LPI 第 40 条で消滅した補項の条件に基づいて）認

められていた特許を全て特定した。当初の特許リストに加えて、期間調整を行なう

これら特許を選別するために用いられた手法は、2021 年 5 月 18 日付産業財産官報

（RPI）第 2,628 号に掲載された通告に記載されているほか、INPI ポータルサイトで

も公開している。 

 

日付 2021 年 5 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-apex-brasil-vao-
mapear-a-propriedade-industrial-de-empresas-brasileiras 

タイトル INPI、Apex-Brasil とブラジル企業の産業財産権をマッピング 

要約 本年 2 月に締結されたブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル貿易・投資促進庁

（Apex-Brasil）とのパートナーシップ下で実施される最初の活動として、Apex-Brasil

が支援する企業による産業財産システムの利用状況の広範なマッピングと診断が行

なわれる。同アンケートへの回答期限は 6 月 18 日となっている。本パートナーシ

ップでは、輸出分野のビジネスパーソンや Apex-Brasil の貿易促進担当職員を対象と

した産業財産に関するトレーニング、産業財産制度の戦略的利用を中心とした企業

向け遠隔メンタリング、イベントや国際ビジネス・イノベーションラウンドへの共

同参加、国際市場におけるブラジル製品の競争力向上のための地理的表示の利用促

進、ブラジル企業の競争力向上のための戦略的要因としての産業財産と海外貿易と

の接点に関連する学術活動の推進といった活動が予定されている。 

 

日付 2021 年 5 月 19 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-oferece-cursos-sobre-
direitos-de-pi-aos-participantes-do-catalisa-ict-sebrae 

タイトル INPI、Catalisa ICT-Sebrae 参加者に産業財産に関する講習を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、学術研究から革新的な技術ベースのビジネスを創

出することを目的としたブラジル中小企業支援サービス（Sebrae）のイニシアチブ

である Catalisa ICT プログラムの研究者を対象として、産業財産権に関するレベルア

ップ講習を提供している。約 1,800 人の起業家を対象とした本トレーニングは、4
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月 30 日に両機関の間で締結された協力協定の一環で行なわれているもの。プログ

ラムの内容には、商標や意匠の登録、特許、技術情報の利用に関するモジュールが

含まれている。 

 

日付 2021 年 5 月 19 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 連邦下院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.camara.leg.br/noticias/761295-comissao-aprova-direito-de-propriedade-
intelectual-como-garantia-para-financiar-projetos-de-defesa/ 

タイトル 外交防衛委員会、防衛プロジェクトの資金調達のために産業財産権を担保とするこ

とを承認 

要約 連邦下院議会の外交・国防委員会は 5 月 19 日、戦略的防衛企業が国防関連の商

品・サービスに関連するプログラム・製品・活動を目的として資金調達を行なう際

に、産業財産権を担保として使用できるようにする 2019 年付法案第 4,830 号を承

認した。これらの権利は、戦略的防衛製品の担保としても利用できるようになる。

法案によると、戦略的防衛企業の産業財産権の価値は、これらの権利を評価するた

めの国際的なベスト・プラクティスに基づいて定義されるべきであるとされ、その

際に利用された方法論は全面的に公開することが規定されている。また、戦略的防

衛企業の与信の担保として、将来のロイヤリティ債権も使用できるようになってい

る。同法案は今後、経済開発・産業・貿易・サービス、財務・税制、憲法・司法・

市民権の各委員会で審議される。 

 

日付 2021 年 5 月 21 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/academia-do-inpi-lancara-
edital-de-selecao-de-mestrado-e-doutorado-em-1o-de-junho 

タイトル INPI、6 月 1 日に修士号・博士号候補者の選考のための公募を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2021 年 6 月 1 日、産業財産・イノベーション分野の

専門修士号及び博士号の選抜公募及び願主出願受付の開始を予定していると発表し

た。詳細や最新情報は、INPI 産業財産・イノベーション・開発アカデミーのウェブ

ページで確認可能。 

 

日付 2021 年 5 月 21 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cooperacao-entre-inpi-e-
abimaq-ira-fomentar-uso-da-pi 

タイトル INPI、ブラジル機械産業協会（ABIMAQ）と産業財産の活用促進で協力 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・フルタード会長と、ブラジル機械産業

協会（ABIMAQ）のジョゼ・ベローゾ会長は 5 月 21 日（金）、両機関のパートナー

シップ締結を記念したウェビナーに参加した。このパートナーシップの目的は、
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INPI ビジネス・プログラムの下で、機械・設備産業における産業財産の戦略的利用

を促進し、産業財産の利用に基づくビジネスの創出を促進することにある。

ABIMAQ に加入する技術者の資格取得や、産業財産の重要性理解に関連する活動の

促進、「産業財産ショーケース」プラットフォームの利用促進、産業財産権に関す

るメンタリングセッションの実現などが予定されている。また、機械・装置の技術

的フロンティア分野における INPI 審査官に対するトレーニングも行われる。 

 

日付 2021 年 5 月 20 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2021/05/20/operacao-da-receita-federal-
apreende-brinquedos-acessorios-de-celular-e-eletroeletronicos-falsificados-no-sudoeste-
da-bahia.ghtml 

タイトル バイーア州南西部における国税庁の捜査にて、玩具、携帯電話アクセサリー、電子

機器の模倣品を押収 

 

日付 2021 年 5 月 22 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/22/sem-brasil-62-paises-fazem-
nova-proposta-de-suspensao-de-patente-de-vacina.htm 

タイトル ブラジルを除く 62 カ国がワクチン特許の停止を新たに提案 

 

日付 2021 年 5 月 23 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/fantastico/noticia/2021/05/23/pirataria-digital-de-filmes-e-series-
causa-prejuizo-de-mais-de-r-15-bilhoes-por-ano-ao-brasil.ghtml 

タイトル 映画やドラマシリーズのデジタル著作権侵害によるブラジルの損害額は年間 150 億

レアル以上に 

 

日付 2021 年 5 月 24 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/pesquisa-ira-analisar-
consumo-de-produtos-vinculados-a-origem 

タイトル 原産地に関連した製品の消費分析アンケートを実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、小・零細企業支援サービス（Sebrae）、経済省、

農牧畜供給省と共同で、市民が地理的な関連性のある地域限定商品をどのように識

別・選択・購入しているかのアンケート調査を実施している。この調査は、全国共

通の地理的表示単一ラベルの作成に向けてこれらの機関が行なっている活動の一環
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で行なわれているもので、今後 1 週間にわたってオンラインで回答を受付けてい

る。 

 

日付 2021 年 5 月 25 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/jaguaruana-e-a-primeira-
indicacao-de-procedencia-do-ceara 

タイトル ジャグアルアナがセアラ州発の原産地表示に認定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 25 日付の産業財産官報（RPI）にて、セアラ

州のジャグアルアナ・ハンモックに対して原産地表示（IP）としての地理的表示

（GI）の付与を発表した。これは同州の製品に与えられた初めての IP となる。ハン

モック生産の起源を明確にすることはできないものの、ジャグアルアナ市周辺に住

んでいた先住民らは 18 世紀にはハンモック生産を始めていたと推定されている。

同市はハンモックの主原料である綿花の一大産地であり、ハンモック生産の拡大・

統合が容易な条件に置かれていた。同市でのハンモック製造は、一家の長が経営と

工業生産に専念する一方で、女性や子供が仕上げ作業を担当するという、典型的な

家族形態をとっている。近年は、家庭内での生産にも技術的な進歩が見られるよう

になり、競争力が向上している。同市では、1890 年に制定された市歌や市旗の紋

章、市の公式シンボルにもハンモックが登場、あるいはモチーフとなっている。 

 

日付 2021 年 5 月 26 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-tera-estande-virtual-no-
forum-de-investimentos-brasil-2021 

タイトル INPI、「ブラジル投資フォーラム 2021」にバーチャルブースを出展 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 31 日・6 月 1 日に、ブラジル貿易投資促進庁

（Apex-Brasil）が米州開発銀行（IDB）及び連邦政府と共同で開催するラテンアメリ

カ最大の投資誘致イベントである、第 4 回「ブラジル投資フォーラム（Brazilian 

Investment Forum - BIF）2021」に参加する。このイベントへの参加者は、INPI とそ

の活動に関する情報にアクセスできるのに加え、バーチャルブースでは同庁が現在

進めているプロジェクト紹介や、ブラジルにおける産業財産権の保護に関する疑問

点を解消するための専門家との相談会も実施される。 

 

日付 2021 年 5 月 26 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Globo Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Feijao/noticia/2021/05/ibrafe-
lanca-programa-contra-pirataria-de-sementes-de-feijao.html 

タイトル ブラジル豆類研究所、豆類の種子の海賊版撲滅プログラムを開始 
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日付 2021 年 5 月 26 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://observatoriodatv.uol.com.br/colunas/edianez-parente/em-campanha-criancas-
alertam-os-pais-que-pirataria-de-tv-e-crime 

タイトル ケーブルテレビ番組の違法配信が犯罪であることを、子供たちが親に訴えるキャン

ペーンを展開 

 

日付 2021 年 5 月 27 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-realiza-processo-
seletivo-para-a-coordenacao-de-comunicacao 

タイトル INPI、広報課の採用選抜を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ソーシャル・コミュニケーション課（CCOM）に従

事する新規採用職員の選考登録を開始した。6 月 25 日まで受付ける。最大 6 名を

募集するもので、職務経歴の審査と面接選考が行われる。最終結果は、8 月 6 日ま

でに発表される予定。 

 

日付 2021 年 5 月 30 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2021/05/uniao-europeia-convida-brasil-
a-elaborar-proposta-alternativa-a-quebra-de-patentes-de-vacinas.shtml 

タイトル EU、ワクチン特許無効化のための代替案作成にブラジルを招待 

 

日付 2021 年 5 月 31 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト CNN Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/05/31/pirataria-prejuizo-do-brasil-com-
comercio-ilegal-ultrapassa-r-280-bilhoes 

タイトル 模倣品：ブラジルの違法取引による損失は 2,800 億レアル超に 

 

日付 2021 年 5 月 31 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/05/31/brasil-arrasta-debate-na-
omc-e-pede-mais-tempo-para-avaliar-patentes.htm 

タイトル WTO におけるブラジルの姿勢がワクチン特許の交渉開始の障害に 
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ブラジル知的財産ニュース（月報）はブラジルの知的財産に関する最新状況を日本の皆様にお伝え

するため無料でお配りしています。なお、新聞社等の著作権に触れるおそれがありますので、公的

機関以外の記事等の要約は掲載しておりません。予めご了承ください。   
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(独)日本貿易振興機構 JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部   

Alameda Santos, 771 Primeiro Andar, Jardim Paulista, CEP 01419-001, São Paulo -SP, BRASIL   
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