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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.56（2021 年 6月分） 

2021年 7月 9日発行 

日付 2021 年 6 月 1 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 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/business/2021/06/01/pirataria-entenda-como-os-produtos-
falsificados-chegam-ao-brasil 

タイトル 海賊版：模倣品はどのようにしてブラジルに届くのか？ 

 

日付 2021 年 6 月 1 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/matas-de-rondonia-e-a-mais-
nova-denominacao-de-origem-para-cafe 

タイトル マタス・ド・ロンドニアをコーヒーの新たな原産地名称に認定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 1 日付の産業財産官報（RPI）にて、ロンドニ

ア州の 15 の市から構成されるマタス・デ・ロンドニア地方のコーヒーについて、

原産地名称（DO）としての地理的表示（IG）を付与したと発表した。INPI に提出さ

れた申請書類によると、この地方で生産されるコーヒーのうち 80%の遺伝子基盤

が、地元の生産者により長年かけて選ばれたコニロン種とロブスタ種の交配の結果

であるとされる。その結果コーヒーの差別化が図られ、「アマゾニア・ロブスタ」

と呼ばれるようになった。また、この地域は成熟サイクルが中・後期となるコーヒ

ーの栽培に適した気候条件と土壌を備え、それがコーヒーに甘味、チョコレート、

ウッディ、フルーティ、スパイシー、ハーブといった風味の特徴を与えるという。

同地方のコーヒーは、スペシャリティー・コーヒー協会（SCA）の評価基準で 80 点

以上を獲得しており、その品質の高さも証明されている。 

 

日付 2021 年 6 月 1 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-ponto-facultativo-
nos-dias-3-e-4-6-prazos-serao-prorrogados 

タイトル INPI、6 月 3, 4 日が任意選択の祝日となることから期間を延長 



  
 

2 

 
Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、2021 年 6 月 3 日及び 4 日の営業是非が任意選択

となることに伴い休業となるため、これらの日に期限を迎える手続きは、翌営業日

の 6 月 7 日（月）に期日が延長される。2021 年 6 月 1 日付経済省省令第 6,146 号の

公布等により、6 月 3 日（木）の聖体祭の祝日と翌 6 月 4 日（金）に、任意選択に

基づく休日を定めることになったもの。 

 

日付 2021 年 6 月 2 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/mercado/2021/06/fim-de-prazo-extra-para-patentes-deve-
beneficiar-industria-brasileira.shtml 

タイトル ブラジル産業界にとって有益となる特許の期限延長の終了 

 

日付 2021 年 6 月 2 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/2021/06/02/pirataria-digital-so-as-tvs-por-
assinatura-perdem-mais-de-r-15-bilhoes-por-ano 

タイトル デジタル著作権侵害：ケーブルテレビ業界だけで年間 150 億レアル以上の損失 

 

日付 2021 年 6 月 3 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/2021/06/03/pirataria-na-saude-afeta-mascaras-
remedios-vacina-coloca-populacao-em-risco 

タイトル マスク・医薬品・ワクチンに影響を与え、市民を危険にさらす医療分野での模倣品

行為 

 

日付 2021 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2021-jun-06/juiza-condena-microempreendedora-uso-
indevido-marca 

タイトル 商標の不正使用で零細個人事業主に賠償金 5 千レアルの判決 

 

日付 2021 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://www.conjur.com.br/2021-jun-07/stj-reconhece-exclusividade-nome-bristol-rede-
hoteis 

タイトル 連邦裁判所が認めた商標登録の州裁判所による取消しは認められず 

 

日付 2021 年 6 月 8 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-publica-a-4a-edicao-das-
decisoes-de-2a-instancia-em-patentes 

タイトル INPI、「特許に関する上訴審判決」第 4 版を発行 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年に産業財産官報（RPI）に掲載された決定

のうち 723 件の決定を抜粋した「特許に関する上訴審判決」第 4 版を公開した。こ

れは、特許問題に関する同庁のテクニカルな立場を指し示した決定をまとめたも

の。今回の版では、不服・無効申立て総合調整局（CGREC）の決定だけではなく、

特許・コンピュータプログラム・集積回路利用権局（DIRPA）が下した決定が初め

て含まれている。審判を実施した DIRPA の決定のうち、物理・電気部門 1 件、包装

技術部門 8 件、機械部門 9 件、実用新案部門 14 件、ヒューマンニーズ部門 15 件、

農業・工学要素部門 41 件の、合計 88 件（全体の約 12%）が選ばれ掲載されてい

る。これまで 4 回にわたる版では、特許審査ガイドラインの様々なテーマに関連す

る 2,400 件以上の上訴審決定が収録されている。 

 

日付 2021 年 6 月 8 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/mestrado-e-doutorado-do-
inpi-inscri 

タイトル INPI の修士・博士過程、7 月 30 日まで出願を受付中 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション分野の修士・博士過程で

は、選考への応募を 7 月 30 日まで受付けている。第 1 回募集では 20 名、第 2 回で

は 15 名を募集する。いずれも最終選考結果の発表は、2021 年 11 月 17 日を予定し

ている。 

 

日付 2021 年 6 月 9 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-lanca-fichas-tecnicas-
com-informacoes-das-igs-brasileiras 

タイトル INPI、ブラジルの地理的表示に関する情報をまとめたファクトシートを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジルの全ての地理的表示のテクニカルデータ

シートを掲載したポータルサイトを開設し、掲載されている情報の要約版を公開し

た。技術仕様書、登録許可の認可が公示された産業財産官報（RPI）へのリンクも

含まれている。技術仕様書には、製品やサービスの主な特性と当該地域との関係が
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記載されている。また、INPI による登録が認められた後に地理的表示の管理がどの

ように行われるかなど、管理体制やその構成についての情報も含まれている。この

ファクトシートは、ブラジルの地理的表示の登録内容の変更に関心のある生産者や

サービス提供者、さらにこの分野の研究者にとっても指針ともなりうる。 

 

日付 2021 年 6 月 9 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/saude-digital-e-tema-de-
seminario-que-lanca-segunda-fase-da-cooperacao-brasil-dinamarca 

タイトル デジタル医療をテーマとした、ブラジル・デンマーク間の協力関係の第 2 フェーズ

開始を記念するセミナーを開催 

要約 ブラジル・デンマーク間の協力事業の一環として、6 月 8～9 日にかけて、オンラ

インセミナー「Digital Health and Innovation」が開催された。デジタル医療とイノベ

ーションに焦点を当てたこのイベントでは、COVID-19 パンデミック後の心肺疾患の

新しい治療法が取り上げられた。本セミナーは、医療分野を中心とした両国のパー

トナーシップの第 2 段階の開始を記念するもの。第 1 フェーズは農業分野を対象と

したものだった。セミナーの冒頭、ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴ

ィラール・フルタード長官は、ブラジルとデンマークの協力関係の目的が、知識の

共有、共同イノベーションプロジェクトの実施、成功するビジネスの創出、産業財

産権の保護にあると述べ、さらに「医療分野への関心がさらに高まっている今、

INPI はパンデミックの初期から、特許情報に基づいてこの分野の科学的進歩をマッ

ピングするための COVID-19 関連技術調査事業を立ち上げている」と語った。ま

た、デンマークのニコライ・プリッツ駐ブラジル大使は、ブラジルとデンマークの

協力関係には、両国の学術界と企業とのマッチメイキングが含まれると説明。同大

使によると、デジタル医療の分野ではより低コストでのサービス品質の向上を目的

としたパートナーシップの形成に重きを置くとし、人工知能、ビッグデータ、モバ

イルの活用をその重要分野として挙げた。 

 

日付 2021 年 6 月 9 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/inscricoes-abertas-para-
alunos-especiais-ouvintes-na-pos-graduacao-do-inpi 

タイトル INPI 大学院コースの特待生・聴講生の登録受付開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション・開発アカデミーでは、6

月 9～16 日の間、2021 年度第 2 四半期の大学院コースに参加する特待生及び聴講

生の募集を行っている。特待生・聴講生とは、本アカデミーの専門職修士号・博士

号の選考には参加しないが、承認された場合にはその分野に対応する単位の評価や

検証を受ける権利を有する者を指す。 

 

日付 2021 年 6 月 9 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 サイト CNN Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/2021/06/09/omc-quer-acelerar-discussao-
sobre-quebra-de-patentes 

タイトル WTO、COVID-19 ワクチンの特許無効化に向けた議論の加速に期待 

 

日付 2021 年 6 月 10 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-lanca-
portal-mais-interativo-e-acessivel 

タイトル INPI アカデミー、よりインタラクティブで利用しやすいポータルを開設 

要約 産業財産権の普及を促進し、ブラジル企業のイノベーションと競争力を向上すると

のブラジル産業財産庁（INPI）の目的に沿う形で、同庁の産業財産・イノベーショ

ン・開発アカデミーは、ユーザビリティ評価調査で示されたユーザーの要望に応え

た新しいポータルサイトを立ち上げた。INPI のポータルとの統合や新機能の追加に

より、修士・博士課程、エクステンションコース、学位論文、研究者らによる出版

物、プロジェクト、学術イベントなど、同アカデミーの成果物やサービスに関する

情報の検索がさらに容易となる。 

 

日付 2021 年 6 月 10 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/manual-de-ig-tem-nova-
subsecao-de-erratas 

タイトル 地理的表示マニュアルに正誤表のサブセクションを追加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 10 日、地理的表示マニュアルの参考文献欄に

「INPI/CPAPD 訂正」と題した小項目を追加し、商標・意匠・地理的表示審査の手順

及びガイドラインの改善のための常設委員会（CPAPD）が行った修正を参照できる

ようにした。CPAPD は、地理的表示マニュアルの第 1 版を制定した 2020 年 12 月

24 日付 INPI/PR 省令第 415 号に規定されているように、同マニュアルの更新を担当

する。 

 

日付 2021 年 6 月 10 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/oficina-espanhola-oferece-
curso-de-pi-on-line-em-julho 

タイトル スペインによるワークショップにより、7 月にオンラインの産業財産コースを提供 

要約 スペイン特許商標庁（OEPM）は、2021 年 7 月 5～16 日にかけ、産業財産に関する

知識を深めることを目的とした高等教育機関の学生や若手専門家を対象としたサマ

ーコースを、世界知的所有権機関（WIPO）と協力のもと開催する。使用言語はス
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ペイン語で、受講無料。スペイン・マドリッドにある OEPM の本部より、バーチャ

ルと対面のハイブリッド形式で実施される。受講登録は、WIPO のポータルサイト

にて 6 月 20 日まで受け付けている。 

 

日付 2021 年 6 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2021/06/11/policia-civil-faz-acao-contra-
pirataria-em-lojas-no-centro-de-sp.ghtml 

タイトル 文民警察、サンパウロ市内の商業地区で模倣品行為を取締まり 

 

日付 2021 年 6 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/aberto 

タイトル 産業財産とイノベーションの融合・促進分野の職員採用の選考登録を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産・イノベーション連携促進調整課での勤

務を希望する公務員の選考登録を開始した。4 名を募集する。選定には履歴書審査

と面接を行なう。応募締切りは 2021 年 7 月 23 日。最終結果の発表は、2021 年 8

月 23 日を予定している。 

 

日付 2021 年 6 月 15 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/gramado-e-a-primeira-
indicacao-de-procedencia-para-chocolate-artesanal 

タイトル Gramado が、ブラジル初の自家製チョコレートの地理的表示に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2021 年 6 月 15 日付の産業財産官報（RPI）第

2,632 号にて、リオグランデ・ド・スル州グラマード市で生産された自家製チョコ

レートに、原産地表示（IP）としての地理的表示（IG）「Gramado」を付与した。

この申請は、2018 年 7 月 26 日にグラマード自家製チョコレート産業ビジネス協会

から行なわれていたもの。対象製品には、グラマード市内で生産されたカカオマス

を使用したミルクチョコレート、ホワイトチョコレート、セミスイートチョコレー

ト、ダークチョコレートのバー、ブランチ、ボンボン、トリュフ、トローチが含ま

れる。その生産過程には、生産者の伝統的知識や同市の気候特性が直接的な影響を

与えている。またチョコレートはグラマード市を代表する商品の一つであり、人々

の記憶にも定着していることからこの地域の観光との関連性も認められる。グラマ

ード市の歴史は、19～20 世紀初頭に到着したヨーロッパ人の影響が色濃く、その

際にチョコレート製造の職人技術がもたらされた。1975 年に最初の自家製チョコ

レート工場が開設されると、事業の拡大につれ同市のチョコレートは全国的に認知

され、商品化が進んだ。この登録により、ブラジルの登録総数は 92 に達する。66

の国内 IP と 26 の原産地指定（DO）からなり、そのうち 17 が国内で、9 が外国と
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なる。 

 

日付 2021 年 6 月 17 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-ompi-oferecem-cursos-
avancados-de-patentes-marcas-di-e-ig 

タイトル INPI、特許・商標・意匠・地理的表示に関する上級コースを WIPO と提供 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と提携して実施する、

2021 年の第 2 回目となる産業財産上級オンライン講習 4 コースの受講申込を、6 月

17 日～8 月 22 日に受け付ける。今回設置されるのは、「特許 - 301P BR」「商標・

意匠・地理的表示 - 302P BR」「特許情報の検索 - DL 318P BR」「特許出願書類作成

の基礎 - DL 320P BR」。いずれも 2021 年 8 月 17 日に開講し、最終試験が 11 月 16～

25 日の間に実施される予定。公務員向けの奨学金や学生向けの受講料割引も設け

られる。 

 

日付 2021 年 6 月 17 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/institutos-debatem-marcas-e-
patentes-para-pequenas-e-medias-empresas 

タイトル 各国の産業財産庁が中小企業のための商標・特許について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 15・16 日に開催された「COVID-19 時代の中小

企業向け商標・特許のグッドプラクティスに関するイベロアメリカ・ワークショッ

プ」に参加した。 このイベントは、特にパンデミックの影響で医療や経済に制約が

ある中、中小企業家を対象とした各国の産業財産庁の取り組みについて議論するこ

とを目的として、バーチャル形式で行われたもの。ペルー国家競争・知的財産保護

庁（INDECOPI）が世界知的所有権機関（WIPO）の支援を受け、「産業財産権と開

発促進に関するイベロアメリカプログラム（IBEPI）」の一環として開催した。2 日

間のイベントでは、コロンビア、コスタリカ、スペイン、メキシコ、ペルー、ポル

トガル、ドミニカ共和国、ブラジルなどの国々が、中小企業による産業財産権制度

の理解の促進や、その活用のための課題や解決策について、それぞれの経験を共有

した。講演者や各産業財産庁からの参加者を合わせ、80 名以上が参加した。 

 

日付 2021 年 6 月 17 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/abertas-ate-23-7-as-
inscricoes-para-o-2deg-premio-patente-do-ano 

タイトル 第 2 回「パテント・オブ・ザ・イヤー」の登録受付は 7 月 23 日まで 

要約 ブラジル産業財産協会（ABPI）は、ブラジル産業財産庁（INPI）が後援する第 2 回

「パテント・オブ・ザ・イヤー」賞の応募受付を開始した。2021 年度は、経済の
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持続可能な開発に焦点を当てて最優秀特許を表彰する。募集期間は 2021 年 7 月 23

日まで。8 月 23～26 日に開催される第 41 回 ABPI 国際産業財産会議において表彰が

行なわれる。受賞者の評価と選考は、INPI の産業財産・イノベーション・開発アカ

デミーのメンバーで構成される審査委員会が実施する。同委員会は、社会的利益を

生み出す可能性（35%）、環境への影響（15%）、経済的利益を生み出す可能性

（30%）、保護の国際化（10%）、ジェンダーアプローチ（5%）、ブラジル人発明

家の参加（5%）といった加重評価基準を用いて審査する。 

 

日付 2021 年 6 月 17 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/saude/2021/06/17/camara-vota-urgencia-em-projeto-de-
quebra-de-patente-de-vacina 

タイトル 連邦下院議会、ワクチン特許の無効化法案の緊急採択を実施へ 

 

日付 2021 年 6 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/diretorio-nacional-de-
combate-a-falsificacao-de-marcas-recurso-valioso-contra-a-pirataria 

タイトル 模倣品対策の重要なリソースとしての全国商標模倣品対策ディレクトリ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と全国商標模倣品撲滅評議会（CNCP）は、税関・司法

警察・検察庁など模倣品対策に携わる公的機関が利用できる戦略的情報を集約する

ための「全国商標模倣品対策ディレクトリ」を運営している。このプラットフォー

ムでは、オリジナル製品と模倣品を視覚的に比較できる企業から提供されたデジタ

ルファイルや、認定された生産地・販売地域に関する情報、ブラジルや世界におけ

る製品の出入国経路、ブランドの真正性を証明するための技術的ガイドライン、商

標の模倣行為に対応する際の代理責任者の連絡先などが確認できる。その詳細は、

ブラジル精密化学品・バイオテクノロジー・特殊品産業協会（ABIFINA）が 6 月 11

日に開催したバーチャルワークショップ「合法市場の防衛におけるトレーサビリテ

ィー技術の革新及び CNCP・INPI 間の全国商標模倣品対策ディレクトリ」で、同デ

ィレクトリの執行マネージャーであるエルトン・フェレイラ・バルボサ氏が発表し

た。現在までに 24 カ国以上からの 200 社以上の企業及び 2 万件以上の商標がデー

タベースに登録されている。登録は無料。 

 

日付 2021 年 6 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/depositos-e-registros-de-
programa-de-computador-crescem-em-2021 

タイトル コンピュータプログラムの申請・登録件数が 2021 年に増加 

要約 2017 年 9 月の e-Software システムの導入以降初めて、ブラジル産業財産庁（INPI）
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におけるコンピュータプログラムの出願件数が、2021 年 5 月に 366 件に達し、月

間記録を更新した。ブラジル国内での産業財産の普及を奨励し、企業のイノベーシ

ョンと競争力を高めるための同庁の努力の成果と言える。本年 1～5 月の出願件数

は、前年同期比 20%増、登録件数は同 17.6%増となっており、2021 年末までに出願

件数が引き続き増加傾向となれば、INPI の活動計画で設定された目標が達成される

見込み。同計画では、コンピュータプログラムの申請件数が 2020 年の 2,999 件か

ら 2021 年には 3,600 件へと 20%増加することを予測している。また登録者数も、

2,920 人から 3,600 人へと 25%増加すると予想されている。 

 

日付 2021 年 6 月 17 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2021/06/20/no-brasil-mercado-de-mangas-sofre-
com-pirataria-e-mercado-on-line.ghtml 

タイトル 海賊版とオンライン市場に悩まされるブラジルのマンガ市場 

 

日付 2021 年 6 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 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/cgu-faz-webinario-sobre-
direito-de-usuarios-no-dia-23-6 

タイトル 連邦総監督庁、利用者の権利に関するウェビナーを 6 月 23 日に開催 

要約 連邦総監督庁（CGU）は 6 月 23 日（水）17 時より、YouTube チャンネルにて、ウ

ェビナー「公共サービス利用者の権利保護のためのマラソン」を開催する。本イベ

ントは、行政の公共サービス利用者の権利参加と保護を定めた 2017 年付法律第

13,460 号の公布 4 周年を記念したもので、オンブズマン全国ネットワークのイベン

トとして開催される。 

 

日付 2021 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2021-jun-22/laboratorio-nao-usar-mesma-composicao-
produto-patenteado 

タイトル 製薬会社に特許化された製品と同じ組成の医薬品を販売することを認めず 

 

日付 2021 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2021-jun-22/lei-marcas-serve-proteger-simbolo-partido-
politico 
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タイトル 商標法は政党のシンボルマークも保護すると司法高等裁判所が判断 

 

日付 2021 年 6 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/financas/noticia/2021/06/22/ceos-de-grandes-bancos-ressaltam-
assimetria-regulatoria-com-fintechs.ghtml 

タイトル 大手銀行のトップらが、フィンテックとの「規制の非対称性」を指摘 

 

日付 2021 年 6 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 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/inscricao-em-processo-
seletivo-para-atuar-na-comunicacao-do-inpi-termina-dia-25 

タイトル INPI 広報課の職員採用選考を 6 月 25 日まで受付 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の広報調整課（CCOM）による職員採用選考では、6 月

25 日（金）まで志望者の応募を受付けている。採用者に対して INPI は、広報分野

の人材育成プログラムへの参加や、革新的プロジェクトへの深い関与の機会を提供

する。最大 6 名を募集し、選考過程では書類審査と面接が行われる。応募希望者

は、INPI 公示第 3 号の規定に従い、履歴書と補足情報を指定の電子メールアドレス

に送付すること。最終結果の発表は 8 月 6 日までに行なわれる予定。 

 

日付 2021 年 6 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 Globo Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Empresas-e-
Negocios/noticia/2021/06/chocolate-de-origem-de-ilheus-ganha-medalha-de-bronze-em-
concurso-em-paris.html 

タイトル イリェウス市のチョコレートがパリのコンクールで銅賞を受賞 

 

日付 2021 年 6 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 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/776536-comissao-de-financas-aprova-projeto-que-
proibe-bloqueio-de-recursos-do-inpi/ 

タイトル 下院財務委員会、INPI に対する資金上の制約を禁ずる法案を承認 

要約 連邦下院議会の財務・税制委員会は 6 月 23 日（水）、国内で利用される商標・特

許の登録を行なうブラジル産業財産庁（INPI）が得る独自財源について、異なる使

途の政府支出への利用を防ぐための 2019 年付補足法案（PLP）第 143 号を承認し

た。この法案は財政責任法を改正するもので、マルコス・ペレイラ下院議員（共和
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党、サンパウロ州選出）が提出していた。同議員は、これまで INPI の財源に独立性

が保たれてこなかった影響として、商標・特許の審査に遅滞が発生し、その付与ま

でに 10 年を要することを挙げた。同補足法案は、2019 年に経済開発・産業・貿

易・サービス委員会で承認されたもので、今後は憲法・司法・市民権委員会

（CCJ）の審議に回付される。その後、下院本会議での採択に諮られる。 

 

日付 2021 年 6 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/inpi-capacitou-participantes-
do-programa-catalisa-ict-sebrae 

タイトル INPI、Catalisa ICT-Sebrae プログラム参加者への人材育成研修を実施 

要約 ブラジル特許商標庁（ INPI）は、4 月 30 日にブラジル中小企業支援サービス

（Sebrae）と締結した技術協力協定に基づき、5 月 17 日～6 月 11 日にかけて第 1

回「産業財産知識向上講習」を開催した。修了試験を受験した 1,126 名のうち、

1,020 名（90.6%）が合格した。Catalisa ICT プログラムの技術コースの参加者を対象

としたこの講習では、商標・意匠・特許・技術情報に関して取り上げた。受講者ら

は今後、INPI 及び Sebrae の支援を受けつつ、習得した知識を革新的な事業やビジネ

スの創出に活用することができるようになる。研修の評価は 1,104 人のうち、91％

が資料を優れた/良いと評価、 99％が IP に関する知識のレベルを上げるのに役立っ

たと評価し、 そして 97％が他の人に研修コースを勧めると答えた。 

 

日付 2021 年 6 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/inpi-participa-de-reuniao-
sobre-plano-estrategico-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO の戦略計画に関する会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は 6 月 24

日、世界知的所有権機関（WIPO）のダレン・タン事務局長との会談に参加した。

今回の会合は、南北アメリカ大陸の国々の産業財産庁の長官らが参加し、ビデオ会

議形式で実施された。席上、WIPO は新しい中期戦略計画（2022-2026 年）と予算案

（2022-2023 年）を発表。その新たな戦略計画は、次の 4 つの柱に基づくものとな

っている：①あらゆる場所の全ての人々の生活を向上させる産業財産の可能性を広

めるため、グローバルに活動する。②グローバルな産業財産エコシステムの未来を

形成するため、人々やステークホルダーの間での協力関係を促進する。③世界中の

ユーザに価値のある高品質の産業財産サービス・知識・データを提供する。④政

府、企業、コミュニティ、個人が、産業財産を成長と持続可能な開発のためのツー

ルとして活用するのを支援する。同会合には約 80 名が参加。INPI 長官は、WIPO の

イニシアチブを賞賛したうえで、ブラジルが加盟しようとしている WIPO の協約の

運用において、ブラジルが WIPO に対して期待している特に IT 面での調整などとい

った各種支援が、非常に重要であると述べた。 
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日付 2021 年 6 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/abertas-ate-22-7-as-
inscricoes-para-curso-sobre-pi-e-audiovisual 

タイトル 産業財産とオーディオビジュアルに関する講習の受講申込を 7 月 22 日まで受付け 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、世界知的所有権機関（WIPO）ブラジル支部、ブラジ

ル産業財産協会（ABPI）、ブラジル工業連盟（CNI）が主催する夏期講習会「オー

ディオビジュアルのための産業財産」の受講希望者を、7 月 22 日まで募集してい

る。産業財産に関する知識を深めたい大学生、大学院生、政府関係者、若手専門家

を対象として、8 月 2～13 日の午前中に完全オンラインで実施されるもの。本プロ

グラムは、産業財産分野の著名専門家による講義と、産業財産の選ばれたテーマに

関するケーススタディ、グループディスカッションで構成される。 

 

日付 2021 年 6 月 28 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/Trigo/noticia/2021/06/operacao-
apreende-111-toneladas-de-sementes-piratas-de-trigo-e-5-mil-litros-de-agrotoxicos.html 

タイトル 海賊版の小麦種子 111 トンと農薬 5 千リットルを押収 

 

日付 2021 年 6 月 29 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-a-ig-santa-
catarina-para-vinhos-de-altitude 

タイトル INPI、高原ワインに地理的表示「サンタカタリーナ」を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2021 年 6 月 29 日付の産業財産官報（RPI）第

2,634 号にて、原産地表示（IP）としての地理的表示（IG）「サンタカタリーナ」

を、同州内の 29 自治体で生産される高級ワイン、貴腐ワイン、リキュールワイ

ン、ナチュラル・スパークリング・ワイン、スパークリング・モスカテル・ワイ

ン、ブランデーに付与した。高原ワイン生産者協会が 2020 年 6 月 2 日に申請して

いたもの。この地理的表示の対象エリアは、サンタカタリーナ州の面積の約 20%に

相当する。この申請により、ブラジルの登録総数は国内 67 の IP と 26 の原産地指

定（DO）の計 93 に達する。資料によると、同州の高地でのブドウ栽培は 1990 年

代に始まり、複数のワイナリーがこの地域に設立され始めた。この地域にはブドウ

の木が十分に適応できる環境上の特徴を備えており、高品質のワインの生産が可能

になるという。生産性の高さに加えて、バランスのとれた酸味と良好なタンニン構

造を持つワインの感覚的特徴を備えるようになる。またこの地域の標高の高さは、

ワインの特徴を損なうことなく木の樽でワインを保存するのに適していると言われ

る。この地域に設立されたほとんどのワイナリーが賞を獲得するなど、国内外の市

場での評価は高まりつつある。 
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日付 2021 年 6 月 29 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/curso-basico-de-pi-a-
distancia-sera-implementado-na-uece 

タイトル セアラ州立大学、産業財産基礎講習の通信教育を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は、セアラ州立大学

（UECE）とパートナーシップを締結し、産業財産に関する基礎講習（DL101）を遠

隔にて実施する。本講習は、同大学の学部生と大学院生を対象とした補完的な講習

として開講されるもの。年間で 150 名程度の受講を目指す。カリキュラムは 75 時

間で、オンラインで無料にて受講可能。 

 

日付 2021 年 6 月 29 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-lanca-novo-manual-
basico-para-protecao-de-patentes 

タイトル INPI、「特許保護のための基本マニュアル」の新版を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、従来の「特許出願者マニュアル」「電子特許出願

マニュアル」「出願フォローアップマニュアル」の 3 つの刊行物を同時にアップデ

ートした「特許保護のための基本マニュアル」の新版を公表した。このマニュアル

は、特許権の出願・所有者が INPI で行うべき必要な手続きをサポートするもので、

特許分野における産業財産権に関連したテーマについてその概要をまとめたもの。

この新版では、特許審査手続き及びガイドライン改善のための常設委員会

（CPAPD）の決議、省令、細則、規則見解、テクニカルノート、決定など、異なる

発出元の規則やガイドラインが統合され、一冊にまとめられている。 

 

日付 2021 年 6 月 29 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/779287-camara-conclui-votacao-de-projeto-sobre-
registro-internacional-de-patentes/ 

タイトル 連邦下院議会、国際的な商標登録に関する法案を可決 

要約 世界 100 カ国以上で商標の出願・登録が可能なマドリッド・プロトコルに、ブラジ

ルの国内法を適合させる法案が連邦下院議会で可決された。同プロトコルは、2019

年 10 月にブラジルで発効し、世界知的所有権機関（WIPO）への一元的な申請と費

用の支払いにより、108 カ国での商標の出願・登録を可能とした。この 2018 年付

法案第 10,920 号は、報告者となったエフライン・フィーリョ議員（DEM 党・パラ

イーバ州選出）による代案として可決されたもので、これによるとポルトガルなど

他国で採用されている仮登録方式が採用される。今後はブラジル産業財産庁

（INPI）が仮出願の条件を定めることとし、その仮出願には申請書、出願対象の明

確かつ十分な記述、手数料の納付証明などが含まれると規定されるが、あくまで仮

出願は先行出願に対して優先権を主張するものとはならないとされる。仮出願の申
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請から 12 ヶ月以内に仮出願は本出願に変更されるが、申請者がそれ以降に出願の

変更を申請しない場合には却下処分扱いとなる。 

 

日付 2021 年 6 月 29 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/06/29/senado-deve-analisar-ajuste-
de-legislacao-para-registro-internacional-de-patentes 

タイトル 連邦上院議会、国際商標出願のための法案を審議 

要約 国際商標出願に関するマドリッド・プロトコルに国内法を適応させる法案の審議

が、連邦上院議会で開始される。2018 年付法案第 10,920 号は、報告者となったエ

フライン・フィーリョ議員（DEM 党・パライーバ州選出）による代案として、6 月

29 日（火）に下院議会で可決された。この法案によると、外国人がマドリッド・

プロトコルを利用してブラジルで商標を出願する場合、司法上の通知を受ける権限

を持つ代理人をブラジル国内に配置しなければならないと定めた当初の法案の規定

に対する中間的な解決策が提案されている。これによると、WIPO を介して訴えら

れた当事者に INPI が通知を行なうために、係争の対象となった商標の所有者が司法

通知を受け取るための国内代理人を 60 日以内に指定することとし、そのための司

法と INPI の間の情報交換メカニズムを商標法に盛り込むとした。国外の商標権者が

この期間内に委任状を提示しない場合、INPI はその登録を取り消すことができるよ

うになる。なお、同プロトコルを運用可能とするためにブラジルが代理人の設置義

務を規定する国際協定への締結国となることが必要だとした規定は、当初の文面案

からは削除されている。 

 

日付 2021 年 6 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 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/priorizacao-de-exame-de-
patentes-relativas-a-covid-19-e-prorrogada-ate-31-12 

タイトル COVID-19 関連特許の優先審査事業を 12 月 31 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 29 日付の産業財産官報（RPI）にて、COVID-19

治療技術に関する出願特許の優先審査事業を 2021 年 12 月 31 日まで延長する 2021

年付省令第第 29 号を公布した。パンデミック対策に使用可能な新技術の生産とラ

イセンス化の促進が狙い。 

 

日付 2021 年 6 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2021-06/rj-presos-
acusados-de-cobrar-propina-para-nao-autuar-pirataria 

タイトル 海賊版行為を摘発しないことを条件に賄賂を要求したとして逮捕 
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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。 

 

ご意見・ご質問・ご感想がございましたら、下記までご連絡下さい。 

(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  

TEL: +55-11-3141-0788, FAX: +55-11-3253-3351 

E-MAIL: SAO_ipr@jetro.go.jp 
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