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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.57（2021 年 7 月分） 

2021 年 8 月 3 日発行 

日付 2021 年 7 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/camara-aprova-projeto-de-
lei-que-altera-lpi 

タイトル 連邦下院議会、産業財産法の改正案を可決 

要約 連邦下院議会は、1996 年付法律第 9,279 号（産業財産法）を改正する 2018 年付法案

第 10,920 号を可決した。この法案は、商標の仮出願措置を取り入れ、国際協定の規定に反

する要件を取り除き、商標出願との審査手続きを修正するもの。 

 

日付 2021 年 7 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2021/07/01/stj-decide-que-marca-visa-pode-
continuar-a-ser-usada-em-laticinio.ghtml 

タイトル 高等司法裁判所、商標 VISA の乳製品への使用継続を決定 

 

日付 2021 年 7 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 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-pesquisa-de-
satisfacao-sobre-atividades-relacionadas-ao-publico 
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タイトル INPI、利用者満足度調査を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 5 日（月）より、利用者の声に広く耳を傾けるべく満足

度調査を開始した。回答はポータルサイト上のアンケートページにて、7 月 30 日まで受け付けてい

る。 

 

日付 2021 年 7 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 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/782128-camara-analisa-projeto-que-autoriza-
governo-a-quebrar-patente-para-produzir-vacinas-acompanhe/ 

タイトル ワクチン製造のための政府による特許無効化を許可する法案を下院議会が審議 

要約 連邦下院議会では現在、上院を通過した 2021 年付法案第 12 号の審議が進められている。

この法案は、国家的もしくは国際的な緊急事態が発生した場合に、医薬品やワクチンを製造す

るための特許を連邦政府が無効化できるというもの。報告者のアエシオ・ネーヴェス議員（PSDB

党、ミナスジェライス州選出）の予備代理人によると、特許権者もしくは出願人は、そのロイヤリ

ティが実質的に確立されるまでの間、特許関連製品の正味販売価格の 1.5%を受け取ることに

なる。しかし出願中である場合は、特許が付与された場合にのみロイヤリティが発生するとされ、

その対価の支払いは、特許無効化以前には製造が認められていなかった他の製薬会社に対し

て強制ライセンスが付与された全期間に相当する。 

 

日付 2021 年 7 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 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/2021/07/06/brasil-precisa-resgatar-
dialogo-universal-e-moderacao-diz-diplomata-indicado-para-representar-o-brasil-em-
genebra 

タイトル ジュネーブのブラジル代表に指名された外交官、「ブラジルは普遍的かつ節度のある対話を取り戻

す必要がある」と語る 

要約 連邦上院議会の外交・国防委員会（CRE）は 7 月 6 日（火）、外交官のトヴァル・ダ・シル

バ・ヌネス氏をスイス・ジュネーブのブラジル代表部の責任者に指名することを承認した。ジュネーブ

には国連（UN）の副本部が置かれ、その中には世界貿易機関（WTO）、世界保健機関

（WHO）、国際労働機関（ILO）など数十の重要な機関が入っている。シルバ・ヌネス氏は、

パンデミック時のワクチン特許無効化に関する議論におけるブラジルの戦略について、ネルシーニ
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ョ・トラッド上院議員（PSD 党、マトグロッソドスル州選出）から質問を受けた。この提案はインド

と南アフリカが WTO に提出したもので、その後、アメリカ、中国、ロシア、フランスの支持を得てい

る。1990 年代に産業財産権に関するウルグアイ・ラウンドを中心とした国際交渉に参加したシル

バ・ヌネスは、これに対し現在の議論をもっと深めるべきだと答えた。一方で、現在のグローバルな

制度の枠組みは未だ十分に活用されていないと指摘し、だからこそ道は拓きうると評価する。その

上で「ジュネーブにおける私の目的の 1 つは、産業財産、イノベーション、パンデミックを結びつける

議論が、車輪の再発明となるべきではないとの考えに基づき進められるよう努めることにある。す

でにあるものを利用し、そしてブラジルはそのリーダーシップやモデレーション能力、組成力を活用し、

我々自身に利益をもたらすべきだ」と語った。 

 

日付 2021 年 7 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 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-divulga-estudo-sobre-
patentes-de-vacinas-para-a-covid-19 

タイトル INPI、COVID-19 ワクチン特許に関する調査結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、COVID-19 に関連技術調査事業を通じて、特許文書やその

他の科学的情報源に基づいた COVID-19 予防のための不活化ウイルスワクチンの概観に関する

研究成果を発表した。「COVID-19 の予防のための不活化ウイルスベースのワクチン」と題した報

告書では、世界保健機関（WHO）の情報に基づいて、今年 5 月までに最も臨床段階（第 3

相、第 4 相）が進んでいる 8 種類のワクチンが取り上げられている。 

 

日付 2021 年 7 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2021/07/08/policia-civil-faz-operacao-contra-
pirataria-digital-em-sete-estados.ghtml 

タイトル 文民警察が国内 7 州でデジタル海賊版行為(不正視聴)を摘発する捜査を展開 

 

日付 2021 年 7 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 
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出典 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2021/07/08/homem-que-administrava-
sites-de-pirataria-de-series-e-filmes-e-preso-em-alvorada.ghtml 

タイトル ドラマシリーズや映画の海賊版サイトを運営していた男性をアルボラーダで逮捕 

 

日付 2021 年 7 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ms/mato-grosso-do-sul/noticia/2021/07/08/relatorio-sobre-
pirataria-online-aponta-lucro-de-150-mil-dolares-por-mes-e-principais-administradores-
em-ms.ghtml 

タイトル オンライン海賊版行為に関する報告書、マトグロッソドスル州の「主要運営者」と月 15 万ドルの

利益を指摘 

 

日付 2021 年 7 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/pesquisa-e-inovacao/audio/2021-
07/universidades-publicas-lideram-ranking-brasileiro-de-patentes 

タイトル ブラジルの特許ランキングで国公立大学が上位に 

 

日付 2021 年 7 月 13 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-faz-reconstituicao-e-
restauracao-de-processos-de-marcas-3 

タイトル INPI、商標出願の再構築・復元を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2017 年付 INPI/PR 決議第 194 号に対応して、手続き書類

の一部もしくは全部が消滅・紛失・破壊された商標出願案件の再構築・復元手続きの一部を

完了した。対象となった申請案件の一覧は、2021 年 7 月 13 日付産業財産官報（RPI）第

2,636 号のセクション I「通告」の項に掲載され、各出願に対する公示は同 RPI 内の商標の章に

掲示されている。 
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日付 2021 年 7 月 13 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-reconhece-a-
denominacao-de-origem-mamiraua-para-o-pirarucu-manejado 

タイトル INPI、ピラルクの原産地名称 Mamirauá を認定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 13 日（火）、アマゾナス州の 9 つの自治体で加工されて

いる淡水魚ピラルクの原産地名称「Mamirauá」の認定について公示した。INPI に提出された資

料によると、ピラルクの適切な漁法、屠殺、受入れ、前処理などの人的要因が製品の最終的な

品質に影響し、また賞味期限を長く保つことにもつながっているという。さらに、漁場から貯蔵用

浮桟橋までの輸送における時間と温度の関係も、製品が芳しさを備えるのに貢献しているとい

う。また、ピラルクの肉に見られる様々な特徴や品質には自然要因が関係しているとされ、特に

脂肪酸（オメガ 3）が多く含まれているのは、マミラウアの氾濫原地域でピラルクが餌を食べてい

るからと説明される。タンパク質豊かな餌によって、ピラルク体内でのコラーゲンの生成が促進さ

れ、しっかりとした肉の食感につながっているという。今回の公示により、INPI が認定する地理的

表示は 94 件に達し、うち 27 件が原産地名称（国内 18 件、海外 9 件）、67 件が原産地

表示（全て国内）となった。 

 

日付 2021 年 7 月 13 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-novos-
despachos-relativos-ao-protocolo-de-madri 

タイトル マドリッドプロトコルに関連する新たな手続き処理について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）商標・意匠・地理的表示部は、マドリッドプロトコルに基づきブラジ

ルを指定国とした商標の処理に関連する手続きを設定した。RPI XML ファイルに適用される、そ

れらに対応したコード一覧も公開されている。 

 

日付 2021 年 7 月 13 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/influenciador-digital-vira-estrela-nas-redes-sociais-ao-combater-
pirataria/ 
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タイトル デジタルインフルエンサーが SNS のスターとなり、海賊版に対抗 

 

日付 2021 年 7 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/inpi-negocios-divulga-base-
de-marcas-tmview 

タイトル INPI ビジネス、TMview 商標ベースを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、70 の産業財産庁のデータがディレクトリ化され 6,200 万件以

上の商標が登録されている、欧州連合産業財産庁（EUIPO）の管理する商標データベース

「TMview」に 2016 年より参加している。企業の商標の国際化支援を目的とした INPI ビジネス・

プログラムの一環として、このデータベースが INPI のポータルページでも公開された。 

 

日付 2021 年 7 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/curso-basico-de-pi-a-
distancia-sera-implementado-no-ifes 

タイトル エスピリトサント連邦工科大学にて、産業財産基礎講座の通信教育を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は、エスピリトサント連邦工科

大学（Ifes）とのパートナーシップを締結し、同大学における産業財産権の基礎的な遠隔教育

コース（DL101）を実施する。この講習は受講無料で完全にオンラインで実施され、産業財産の

基本的なテーマに対する理解を深めることができる。 

 

日付 2021 年 7 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 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/colunas/monicabergamo/2021/07/mara-gabrilli-pede-
anulacao-de-patente-dada-a-remedio-com-canabidiol.shtml 

タイトル マーラ・ガブリリ議員、大麻を含む医薬品の特許の無効化を要求 
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日付 2021 年 7 月 16 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-seleciona-servidores-
federais-para-vaga-em-brasilia 

タイトル INPI、ブラジリアにおける職員募集にて連邦公務員を対象に選考 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジリアにある同庁の地域支部での勤務を希望する高等教

育を修了した連邦公務員を対象とした選考を開始した。8 月 20 日まで申込を受付けている。3

名を募集する。候補者の選定に履歴書分析と面接が行われる。 

 

日付 2021 年 7 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 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-denominacao-
de-origem-para-mel-do-planalto-sul-brasileiro 

タイトル INPI、ブラジル南部高原の蜂蜜に原産地呼称を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 20 日（火）、国内南部の 134 の自治体（サンタカタリ

ーナ州 107 市、パラナ州 12 市、リオグランデドスル州 15 市）の全土もしくは一部を占める地域

で生産されたブラカチンガ蜂蜜に対し原産地呼称「Planalto Sul Brasileiro（ブラジル南部高

原）」を付与した。これにより、INPI が承認した地理的表示の数は 95 に達し、その内、原産地

呼称が 28（国内 19、海外 9）、原産地表示が 67（全て国内）となった。INPI に提出された

書類によると、ブラジル原産の樹種で南部地域に主に分布しているブラカチンガと呼ばれる木に

は、コチニール（カイガラムシの一種）と呼ばれる昆虫が生息しており、これが蜂蜜の生産に深く

関わっているという。この昆虫は１年に２度この木に侵入し、木の幹に付着して樹液を食べ、消

化管を通して甘みのある液体（メラート）を滴下して排泄する。植物の外面に付着したこの液体

がセイヨウミツバチによって蜂蜜の原料として使用されることで、ブラカチンガの蜜蝋や蜂蜜が作ら

れる。コチニール昆虫の唾液腺や腸の分泌物に由来する酵素が含まれることで、色が琥珀色の

ように濃いという特徴を持ち、また電気伝導率が高く、糖分・窒素・ミネラルを多く含んでいる。ま

た pH 値が高く、生理活性化合物や抗酸化力があるため、健康によいとされている。 

 

日付 2021 年 7 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 
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出典 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://blogs.oglobo.globo.com/pense-grande/post/chocolate-japones-feito-com-cacau-
com-indicacao-geografica-do-para-recebe-selo-toquio-2020.html 

タイトル 地理的表示を持つパラー州産カカオを使用した日本のチョコレートが、2020 東京オリンピック記念

のラベルを獲得 

 

日付 2021 年 7 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/inpi-lanca-comunidade-agir-
e-abre-inscricoes-para-o-conselho-de-usuarios 

タイトル INPI、Comuidade Agir を立ち上げ、さらにユーザーカウンシルの登録を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 21 日を利用者に向き合う日と定め、Comunidade Agir 

INPI（INPI 活性化コミュニティ）の立ち上げと、利用者評議会への参加申込受付を開始した。

Comunidade Agir INPI は、経験交流や疑問点の解消、産業財産権に関心のある他の市民と

関係を築くことができるスペース。対して利用者評議会は、INPI のサービスの改善点を提案できる

ボランティアグループであり、国家総監督局（CGU）のバーチャルプラットフォームに評議員として登

録することで参加可能となる。 

 

日付 2021 年 7 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 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/embrapii-abre-chamada-para-credenciar-novas-
unidades-farmacologicas/ 

タイトル ブラジル産業研究革新公社、新しい薬理学的ユニットの認定公募を開始 

 

日付 2021 年 7 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 サイト Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/coronavirus/camara-tira-exigencia-de-autorizacao-
previa-da-anvisa-para-patentes-de-remedios-senado-vai-
analisar,d0eaab072fae0b20a8aa6bb79190c2c8550gnxtc.html 

タイトル 連邦下院議会、医薬品特許の Anvisa 事前承認の要件を削除し、上院議会での審議へ 
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日付 2021 年 7 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 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/colunas/monicabergamo/2021/07/inpi-anula-patente-
dada-a-remedio-com-canabidiol.shtml 

タイトル INPI、カンナビジオールを含む医薬品の特許を取消し 

 

日付 2021 年 7 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 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/rayssa-leal-tenta-anular-registros-de-fadinha-no-inpi-
diz-jornal/ 

タイトル ハイッサ・レアル選手が INPI への「Fadinha」の商標登録の無効化を働きかけ 

 

日付 2021 年 7 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 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-inicia-campanha-sobre-
tratamento-de-dados-pessoais 

タイトル INPI、個人情報の取扱いに関するキャンペーンを実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のデジタル化計画「PI Digital」は、市民を中心に据えた信頼性・

透明性・効率性の高い機関を実現するための新たな一歩を踏み出した。INPI における個人情

報の取扱いは、データ保護総合法（LGPD）に準拠するのみならず、個人保護に関する基準や

ベストプラクティスに準拠した内部プロセスやポリシーを採用し、ブラジル社会や国際社会との約

束を守るものとなる。INPI では今後 1 年間、情報保護キャンペーンの一環として 「情報保護 

#FiquePorDentro（もっと詳しく）」と題して、個人情報を適切に取扱うことの重要性の認識を

高めるための行動や施策を公表していく。 INPI は、2020～2022 年のデジタル政府戦略

（EGD）への遵守を強化し、市民の自由とプライバシーを尊重し、国家によるデジタル技術の使

用に伴って生じるリスク・脅威・課題への適切な対応のできる、信頼される政府の構築に取り組

んでいる。INPI のデジタルサービスをシングルログインと呼ばれる全国規模の市民のデジタル認証

基準に統合した取組みは、データ保護総合法の遵守（EGD の目標 10）、デジタル政府とミッ
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ションクリティカルなプラットフォームのセキュリティ確保（EGD の目標 11）、市民にデジタルアイデ

ンティティを提供するための措置の遵守（EGD の目標 12）といった、それぞれの目標に対する

INPI の方針を示したものとなっている。 

 

日付 2021 年 7 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 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/sebrae-realiza-pesquisa-
sobre-comercio-de-produtos-tipicos-regionais 

タイトル ブラジル中小零細企業支援サービス機関、地域を代表する製品の貿易に関する調査を実施 

要約 ブラジル中小零細企業支援サービス機関（Sebrae）は、販売する製品をどのように決定する

か、またその過程で特定地域の限定された製品を優先することがあるかについて、中小企業の経

営者を対象に調査を実施している。この取組みは、農牧畜供給省（MAPA）、経済省、ブラジ

ル産業財産庁（INPI）、Sebrae の代表者からなるワーキンググループが実施する、ブラジル地理

的表示ラベルの構築作業の一環として行われているもの。この調査票は、ブラジル全土のミニマー

ケット、食料品店、デリカテッセン（差別化食品を取扱う店舗）、自然食品・有機食品店、ベ

ーカリー、菓子、軽食店、カシャッサ・ワイン、リカーショップ、チョコレートショップ、コーヒーショップ、ミ

ニローストショップ、レストラン、手工芸品、ギフト、装飾品、陶器、ジュエリーショップなどの分野で

活動する中小企業宛に送付されている。 

 

 

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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