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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.63（2022 年 1 月分） 

2022年 1月 4日発行 

日付 2022 年 1 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-e-ompi-oferecem-
primeira-edicao-dos-cursos-avancados-a-distancia-de-2022 

タイトル INPI、2022 年第 1 弾となる「遠隔講習上級コース」を WIPO と実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）とのパートナーシッ

プで開催する 2022 年第 1 回目となる遠隔講習上級コース（22S1）の受講申込みを

1 月 10 日から受付ける。「特許（DL 301P BR）」「商標、意匠、地理的表示（DL 

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）」 の 4 つが開講されるもので、受講申込受付は 1 月 10 日～3 月 20 日、4

月 4 日～7 月 15 日に講習が行なわれ、最終試験は 7 月 5 日〜14 日に実施される予

定。 

 

日付 2022 年 1 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 農牧畜供給省（MAPA） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-devem-comprovam-
uso-de-termos-de-igs-europeias-para-manter-o-direito-a-partir-do-acordo-mercosul-ue 

タイトル メルコスール・EU 間協定における権利維持を目的とした、欧州の地理的表示の使

用に関する生産者による証明義務について 

要約 フォンティーナ、ゴルゴンゾーラ、グラナ、グリュイエール（グルイエール）、パ

ルメザン、ジュネーヴ、シュタインヘーガーといったチーズ類は、たとえブラジル

で生産されたものであっても、ヨーロッパで地域名として登録された名称を使用し

ており、すなわち欧州の地理的表示（GI）を用いたものとなる。EU・メルコスール

間協定では、これらの名称を継続して使用するためには、各生産者が 2022 年 3 月

6 日までにその使用の裏付けとなる書類を提示する必要がある。同協定の暫定文面

に規定された要件によると、GI に関連して保護される用語の継続使用の要件とし

て、GI に関連する用語の過去における商業上の使用が証明されなければならないと

され、個人もしくは法人が対象となる。ただし、レストラン、ピザ屋、流通業者、

輸入業者などの企業の生産者は適用対象外となる。この証明には、以下のうち少な

くとも 1 つの書類を提出する必要がある。(1) GI として保護された用語により製品

区分が特定可能な、日付入り又は日付が確認できるラベルのコピー、もしくは日付

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-ompi-oferecem-primeira-edicao-dos-cursos-avancados-a-distancia-de-2022
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-ompi-oferecem-primeira-edicao-dos-cursos-avancados-a-distancia-de-2022
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-devem-comprovam-uso-de-termos-de-igs-europeias-para-manter-o-direito-a-partir-do-acordo-mercosul-ue
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/produtores-devem-comprovam-uso-de-termos-de-igs-europeias-para-manter-o-direito-a-partir-do-acordo-mercosul-ue
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入りの印刷製品の写真、(2) GI として保護された用語により製品区分が特定可能

な、製品が掲載された日付入りの宣伝・広告用カタログのコピー、(3)  GI として保

護された用語により製品区分が特定可能な、バーチャルアドレス（URL）を持つウ

ェブサイトのアドレスで、その公開日が検証可能であるか、もしくは実際の取引期

間の証拠が含まれているもの、(4) GI として保護された用語が記載されている日付

入り徴税帳票のコピー（略式でも可）。これら書類は補足説明を加えた上で、農牧

畜供給省の指定のメールアドレス宛に提出すること。 

 

日付 2022 年 1 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 サンパウロ市議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-2021-a-cpi-da-pirataria-ouviu-testemunhas-e-
obteve-documentos-para-subsidiar-as-investigacoes/ 

タイトル 模倣品議会調査委員会、2021 年に調査裏付けのための証人喚問を実施し、関連文

書を入手 

要約 10 月 27 日にサンパウロ市議会に設置された模倣品行為に関する議会調査委員会

（CPI）は、サンパウロ市内における脱税、模倣品行為、模倣品の分析・調査を目

的として開設されたもので、模倣品販売店への検査だけでなく、脱税の疑いで企業

を調査している。調査の第 1 段階となった 2021 年の最後の数ヶ月の間は、同委員

会の活動の中心は証人の聴取や調査の裏付けとなる文書の入手となった。会合で

は、市警（GCM）のアガピト・マルケス総司令官、消費者保護・防衛財団（Procon-

SP）のフェルナンド・カペス代表、ブラジル模倣品対策協会（ABCF）のロドルフ

ォ・ラマッツィーニ会長、市内各地域の区長や検査担当者、商標・特許の専門家を

聴取した。さらに同 CPI は 12 月 13 日に、モオカ区とセー区、州軍警、GCM、

Procon-SP、交通エンジニアリング会社（CET）、サンパウロ市役所の監督機関の支

援を受け、ブラース地区バラォン・デ・ラダーリオ通りにある「ショッピング 25

ブラース」の現地調査を行なった。同施設は、構造上の問題により無期限に退去命

令が出されていた。CPI の作業は、市議会の休会期間を経て 2022 年 2 月 2 日に再開

される。 

 

日付 2022 年 1 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 Isto É independente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/preso-em-operacao-delegado-que-combatia-pirataria-tinha-42-
relogios-falsos/ 

タイトル 捜査にて逮捕された模倣品対策担当刑事、42 個の模倣品の時計を所持 

 

日付 2022 年 1 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 サイト Yahoo ! Vida e Estilo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://br.vida-estilo.yahoo.com/margareth-dalcomo-comenta-pirataria-livro-
063041197.html 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-2021-a-cpi-da-pirataria-ouviu-testemunhas-e-obteve-documentos-para-subsidiar-as-investigacoes/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/em-2021-a-cpi-da-pirataria-ouviu-testemunhas-e-obteve-documentos-para-subsidiar-as-investigacoes/
https://istoe.com.br/preso-em-operacao-delegado-que-combatia-pirataria-tinha-42-relogios-falsos/
https://istoe.com.br/preso-em-operacao-delegado-que-combatia-pirataria-tinha-42-relogios-falsos/
https://br.vida-estilo.yahoo.com/margareth-dalcomo-comenta-pirataria-livro-063041197.html
https://br.vida-estilo.yahoo.com/margareth-dalcomo-comenta-pirataria-livro-063041197.html
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タイトル マルガレッチ・ダウコモ氏、書籍の海賊版について「もっと市民権を得る必要があ

る」 

 

日付 2022 年 1 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 サイト Isto É independente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/a-evolucao-do-cacau-brasileiro/ 

タイトル ブラジル産ココアがフランスで受賞し、国際的な名声を獲得 

 

日付 2022 年 1 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/ericsson-e-cni-
lancam-cartilha-sobre-5g-e-o-papel-da-propriedade-intelectual/ 

タイトル Ericsson 社、5G 技術及び産業財産の役割に関するパンフレットをブラジル工業連盟

と刊行 

 

日付 2022 年 1 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/atividades-culturais-ganham-
prioridade-na-analise-de-marcas 

タイトル 文化活動の商標審査が優先審査対象に 

要約 ブラジル文化のあるところ、産業財産権あり。文化芸術の権利保護の活性化を目的

として、ブラジル産業財産庁（INPI）は、国家歴史芸術遺産研究所（IPHAN）が登

録するブラジルの文化的表現に関連する商標の審査を優先的に実施するパイロット

事業を開始する。2021 年 12 月 30 日付 INPI 省令第 57 号の規定に基づくもの。登録

申請に加えて、行政上の無効手続きも対象となる。これにより、カポエィラのホー

ダ、フレヴォ、コルデル文学、伝統的なフォホーの表現などに関連する活動につい

ては、優先的にその商標が審査されることになる。経済省生産性・競争力特別局、

IPHAN に加え、文化特別局、観光省全国著作権・産業財産局の提携による取組み。 

 

日付 2022 年 1 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-considerado-sexto-
instituto-de-pi-mais-inovador-do-mundo 

タイトル INPI、世界で 6 番目に革新的な産業財産庁に 

要約 世界 60 ヶ国・地域の産業財産庁を分析した World Trademark Review（WTR）誌が発

表した年間ランキングで、ブラジル産業財産庁は、2021 年の世界で最も革新的な

https://istoe.com.br/a-evolucao-do-cacau-brasileiro/


  
 

4 

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

産業財産庁の第 6 位に選出された。このランキングでは、欧州連合と韓国の産業財

産庁が首位となり、続いて第 3 位にシンガポール、第 4 位にイギリス、第 5 位には

メキシコの産業財産庁がランクインした。INPI は、オーストラリア及びチリの産業

財産庁と同点で 6 位に入ったもの。INPI は近年このランキングで順位を大きく伸ば

しており、2018 年には 41 位だったが、2021 年には約 20 ランク上昇したことにな

る。WTR では INPI の活動として、バックログの削減、電子システムの近代化、産

業財産権を通じた技術革新と経済発展の促進などが紹介されている。 

 

日付 2022 年 1 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 保健省 国家保健評議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://conselho.saude.gov.br/ultimas-noticias-cns/2286-por-que-o-cns-defende-a-quebra-
de-patentes-como-caminho-para-enfrentar-a-covid-19 

タイトル なぜ国会保健評議会は、COVID-19 対策として特許無効化を提唱するのか 

要約 ワクチンや医薬品の特許の無効化は、国家保健評議会（CNS）の主要な方針の 1 つ

となっている。CNS は 2020 年 11 月、COVID-19 ワクチンの開発の推進といかなる

人々にも接種が行き渡る数量を確保するため、政府・製薬会社間の世界的な取り決

めに賛同することを認める 2020 年付暫定令第 1,003 号を承認するよう、連邦議会

に勧告を行なった。また、上院・下院議員らに対しては、ワクチンを含む医療技術

の強制実施権に関する規則を緩和する、1996 年付法律第 9,279 号第 71 条の改正を

提案する 2020 年付法案第 1,462 号の承認を求めている。CNS の医薬品支援・科学技

術に関する部門間委員会（Cictaf）のコーディネーターである国家保健評議員のデ

ボラ・メレッキ氏は「特許が産業財産権である以上、その有効性は社会的機能を条

件としなければならない。COVID-19 に関連するワクチンやその他の技術（医薬品、

機器など）の産業財産権の停止を擁護するのは、健康への権利、1988 年憲法によ

る社会的協定の尊重、生命が金銭的利益よりも優先されるべきだと考える全ての

人々が最低限期待するものだ」と話す。 

 

日付 2022 年 1 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-passa-a-fazer-parte-da-
rede-brasil 

タイトル INPI、+Brasil ネットワークに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、経済省行政効率化・デジタル政府特別局

（SEGES/SEDG）を通じて連邦政府との技術協力協定を締結し、+Brasil ネットワーク

に参加することとなった。2020 年 1 月 22 日付経済省省令第 33 号によって設置さ

れた+Brasil ネットワークとは、ガバナンス、対話、管理運営の強化、公共支出の改

善、政府の支出移転に基づき実効される公共政策の効果の最大化を目的として、参

加機関の間の統合を推進することを目的とした協調的なガバナンスネットワークで

ある。+Brasil ネットワークに参加することで、INPI は+Brasil プラットフォームを活

用し、国からの支出移転プロセスの管理運営改善、人材育成の促進と活動の実施、

コミュニケーションと透明性の改善に関する施策を実施していく。 
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日付 2022 年 1 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/anatel/pt-br/assuntos/noticias/anatel-retira-de-circulacao-3-3-
milhoes-de-aparelhos-nao-homologados-1 

タイトル 国家電気通信庁、330 万台の未承認携帯電話の流通を停止 

要約 国家電気通信庁（Anatel）は 2021 年の年間を通じて、330 万台以上の不正デバイス

を市場から排除した。模倣品対策行動計画（PACP）を策定した 2018 年以降、同庁

は 420 万台の通信製品の押収・封印・撤去を行なってきており、その推定総額は 4

億 7580 万レアルに達している。市場から撤去された製品のうち、100 万台強はヘ

ッドセット、ワイヤレスキーボード、スピーカー、スマートウォッチ、ワイヤレス

マウス、マイクなどの制限付き電波発信機器であった。以下、充電器（95 万 1 千

台）、テレビ用セットトップボックス（80 万 5 千台）と続く。流通から排除され

た製品全体のうち、290 万台は、港湾、空港、郵便局やクーリエの流通センターで

見つかったものであった。これらの数字は、Anatel が模倣品行為対策として行なっ

た活動成果を集約した「PACP ダッシュボード」で確認することができる。PACP

は、認証を適切に受けていない通信機器の販売や使用に対する Anatel の活動を強化

する目的で、2018 年に策定されたもの。 

 

日付 2022 年 1 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-disponibiliza-novo-
endereco-para-servicos-digitais 

タイトル INPI、デジタルサービスを新アドレスで提供開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、IT 環境の近代化、セキュリティの向上、利用者の

利便性の向上を目的として、利用者登録や連邦徴収票（GRU）の領収書等の発行な

どの手続きを、新アドレス（meu.inpi.gov.br）にて提供開始した。GRU 発行のペー

ジのアドレスは my.inpi.gov.br/pag で、ここでは英数字で識別される国際登録番号

（INPI に割当てされた番号は 51～59 番まで）を用いて、ブラジルを登録指定先国

とした商標手続きの GRU を発行することができる。現時点では、gru.inpi.gov.br/pag

及び gru.inpi.gov.br/e-inpi/internetCliente/Principal.jsp の GRU 発行ページのアドレス

も引き続き利用可能ではあるものの、適切な時期に事前通告のうえ、運用を停止す

る予定である。なお、gru.inpi.gov.br/pag においては、ブラジルを登録指定先国とし

た商標手続きの GRU を英数字の識別情報を持つ国際登録番号を用いた GRU 発行に

は対応していない。 

 

日付 2022 年 1 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/inpi-consolida-atos-
normativos-de-marca-di-e-ig 

タイトル INPI、商標・意匠・地理的表示に関連する規則を統合 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-disponibiliza-novo-endereco-para-servicos-digitais
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-disponibiliza-novo-endereco-para-servicos-digitais
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-consolida-atos-normativos-de-marca-di-e-ig
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-consolida-atos-normativos-de-marca-di-e-ig
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年付政令第 10,139 号の規定に基づき、商標・

意匠・地理的表示に関連する規則を改訂・統合し、細則として 1 月 25 日に公示し

た。INPI の商標・意匠・地理的表示部が進めていた規則統合の一環で行なわれたも

ので、様々な規定が複数の細則を通じて施行されているのをまとめ、廃止された条

項を削除することで規則の明確性の向上させるために行なわれたもの。これによっ

て、以前には 36 あった細則が、地理的表示の規則については 2022 年 1 月 12 日付

INPI/PR 省令第 4 号にて統合され、同様に意匠の規則は 2022 年 1 月 14 日付 INPI/PR

省令第 7 号、商標の規則は 2022 年 1 月 17 日付 INPI/PR 省令第 8 号にそれぞれ統合

され、僅か 3 つの省令に集約された。これら新省令は、2022 年 1 月 25 日付産業財

産公報（RPI）第 2,664 号、及び同日付の連邦官報（DOU）に掲載され、2022 年 2

月 1 日から施行される。 

 

日付 2022 年 1 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://motor1.uol.com.br/news/563288/honda-patente-brasil-crf190l-cbr190tr/ 

タイトル ホンダ、XRE 190 エンジン搭載の中国製バイク 2 台をブラジルで意匠登録 

 

日付 2022 年 1 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 CNN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/business/pedido-de-patentes-no-brasil-registra-queda-pelo-
3o-ano-consecutivo-diz-inpi/ 

タイトル INPI、ブラジルの特許出願件数は 3 年連続で減少と発表 

 

日付 2022 年 1 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 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/846372-medida-provisoria-autoriza-brasil-a-retaliar-
paises-em-disputas-paralisadas-na-omc/ 

タイトル WTO での係争で膠着状態にある国々に対し、ブラジルによる報復を認める暫定令 

要約 1 月 27 日（木）に公示された 2022 年付暫定令第 1,098 号は、世界貿易機関

（WTO）での産業財産権をめぐる貿易紛争において、ブラジル政府が他国に一方的

に報復する際のルールを変更するものである。その条項によると、貿易紛争を裁定

するための上訴体が開催できない場合、ブラジルは他国に対して暫定的に報復する

ことができるとしている。上訴体とは WTO における第 2 審裁判所のようなもの

で、紛争の第一段階の分析で敗訴した国からの訴えを受け、その問題を判断する機

関である。この報復措置は、WTO の規則に基づき、ブラジル政府が相手国に通知

してから 60 日後に適用され、控訴が完了するまで継続される。また同暫定令によ

れば、報復措置はブラジルに対して生じる損害に対してのみに限定される。ブラジ

ル政府によると、この暫定令の制定は、トランプ政権時代に米国政府が上訴体の新

メンバーの任命を阻止することを決定した 2020 年 12 月以降、同機関の作業が停滞

https://motor1.uol.com.br/news/563288/honda-patente-brasil-crf190l-cbr190tr/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/pedido-de-patentes-no-brasil-registra-queda-pelo-3o-ano-consecutivo-diz-inpi/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/pedido-de-patentes-no-brasil-registra-queda-pelo-3o-ano-consecutivo-diz-inpi/
https://www.camara.leg.br/noticias/846372-medida-provisoria-autoriza-brasil-a-retaliar-paises-em-disputas-paralisadas-na-omc/
https://www.camara.leg.br/noticias/846372-medida-provisoria-autoriza-brasil-a-retaliar-paises-em-disputas-paralisadas-na-omc/
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しているために行なわれたという。 

 

 

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 

 

発行人：JETROサンパウロ事務所 知的財産権部（特許庁委託事業） 

免責事項：要約結果は出典原文の意図から相違が生じ得ます。JETRO はご提供する情報をできる限り正

確にするよう努力しておりますが、正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行ってください。本文を

通じて皆様に提供した情報により不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を負いません。 


