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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.66（2022 年 4月分） 

2022年 5月 6日発行 

日付 2022 年 4 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/confira-estudo-do-ibepi-
sobre-patentes-para-impressao-3d 

タイトル イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）による 3D プリンターに関する特許の

調査結果を公開

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産権の普及と開発促進のためのイベロアメ

リカプログラム（IBEPI）の一環で実施された研究「3D プリンティング：IBEPI 諸国

における特許出願」の報告書を発表した。この調査には、IBEPI に加盟するアルゼ

ンチン、ブラジル、エクアドル、エルサルバドル、スペイン、メキシコ、ペルー、

ポルトガル、コロンビア、ドミニカ共和国の 10 カ国が参加。本調査は、2014～

2018 年の間に参加国で出願された特許出願の情報調査を通じて、イベロアメリカ

地域におけるアディティブ・マニュファクチャリング（通称：3D プリント）の概

要を示すことを目的とした。そのために、主な特許出願人、出願の年間分布、技術

の起源、ラテンアメリカとイベリア半島における普及などの情報が特定された。本

調査により、IBEPI 諸国における 3D プリンターに関する出願が増加傾向にあること

が示されており、また外国企業が主な出願人であることも見いだされた。ブラジル

は IBEPI 諸国の中で、3D プリンティング・アプリケーションとして特定された特許

の出願数として第 3 位となっている。

日付 2022 年 4 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,674 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報第 2,674 号の通告セクションには、出願料の払戻しが拒絶された申請

プロセスとその理由の一覧、地理的表示出願者に対する紛失書類の再提出要請、

2021 年 12 月 15 日付 INPI/PR 省令第 55 号にて制定された PPH パイロットプロジェ

クトのフェーズ III の定義に関する要件・制限・その効力を維持する形で同省令を

変更する 2022 年 4 月 1 日付の INPI/PR 省令第 13 号、ブラジル産業財産庁（INPI）

のレベル 1 プロセス（マクロプロセス）を定義する 2022 年 3 月 31 日 INPI 省令第

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/confira-estudo-do-ibepi-sobre-patentes-para-impressao-3d
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/confira-estudo-do-ibepi-sobre-patentes-para-impressao-3d
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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24 号の公示、INPI の品質ポリシーを制定する 2022 年 3 月 29 日付 INPI 省令第 25

号、INPI 長官官房のより策定された IT 総合コーディネイト部の活動に関する規範的

行為の取消しを宣言する 2022 年 3 月 29 日付 INPI 条例第 26 号、オンブズマンの責

任下にある活動に関連する INPI 長官官房が策定した規範的行為の効果の取消しと消

滅を宣言する 2022 年 3 月 31 日付省令 INPI/PR 第 29 号、INPI の産業財産・イノベー

ション・開発アカデミーにおけるポストドクトラルインターンシップの実施に関す

る規程を定めた 2022 年 3 月 31 日付省令 INPI/PR 第 30 号、2022 年 4 月 4 日～6 月

30 日までの期間における INPI 職員の臨時労働時間ついて規定する 2022 年 4 月 1 日

付 INPI/PR 省令第 32 号が公示された。 

 

日付 2022 年 4 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/representante-do-mercado-livre-e-ouvido-pela-cpi-
da-pirataria/ 

タイトル Mercado Livre 社の代表に模倣品について聴取 

要約 サンパウロ市議会の模倣品行為に関する議員調査委員会（CPI）は 4 月 6 日、

Mercado Livre 社のヒカルド・ラグレカ法務担当役員への聴取を行なった。主に取り

上げられたのは、同社が実施している海賊版や違法製品の販売への対策措置につい

てであった。同氏によると、同社の模倣品対策は 3 つの側面から行われており、そ

の主なものには人工知能を使って模倣品の広告掲載をマッピングする機械学習があ

る。この仕組みにより、前期には 880 万件の広告を販売前に削除したという。この

うち 95%は自動で、5%は機械学習を支援するパートナー企業からの報告で削除され

た。また、模倣品や違法な商品の広告を出して排除された広告主の 76%は、再度の

掲載を試みることはないという。残りについては繰り返し出品を試みるものの、プ

ラットフォームからは再び排除の対象となる。昨年は、違法な商品を販売したとし

て 57,000 の広告主がサイトから排除された。現在、同社には 3 億 6 千万件の広告

が掲載されている。また上記の措置に加え、利用者による報告、広告の予防的監視

を行う 6,500 人の従業員の活動、プラットフォームへの模倣品広告に関する告発

や、販売者を取り締まる公的機関の活動も重要な模倣品対策上の戦力となっている

とした。また、全国の保管・配送センターでも模倣品の取り締まりを実施している

という。 

 

日付 2022 年 4 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/aberta-selecao-de-
consultoria-para-estrategia-de-comunicacao-da-enpi 

タイトル 産業財産国家戦略（ENPI）の広報戦略のためのコンサルタントの選定を開始 

要約 経済省は、産業財産国家戦略（ENPI）の広報戦略策定のため、コンサルタントの採

用公募を開始した。ソーシャル・コミュニケーションまたは関連分野の学位を持

ち、コミュニケーション・プロジェクトにおいて 6 年以上の経験を有し、少なくと

も 1 つの公共政策プロジェクトに参加した実績のある専門家であることを採用条件

としている。 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/representante-do-mercado-livre-e-ouvido-pela-cpi-da-pirataria/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/representante-do-mercado-livre-e-ouvido-pela-cpi-da-pirataria/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/aberta-selecao-de-consultoria-para-estrategia-de-comunicacao-da-enpi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/aberta-selecao-de-consultoria-para-estrategia-de-comunicacao-da-enpi
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日付 2022 年 4 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/cpi-da-pirataria-realiza-fiscalizacao-em-shopping-de-
comercio-popular-do-bras/ 

タイトル 模倣品行為議員調査委委員会（CPI）、ブラース地区の商業施設で視察を実施 

要約 サンパウロ市議会の模倣品行為に関する議員調査委員会は 4 月 7 日、サンパウロ市

内中心部のブラース地区ヴァウティエル通りにある商業施設 Shopping Tupão にて、

施設内で販売されている商品の確認や施設及び店舗オーナーの登録状況を確認する

ための調査を実施した。この訪問中、タスクフォースに加わっている公的機関の職

員らもいくつかの製品を押収し、商業施設のインフラに複数の不正を発見した。 

 

日付 2022 年 4 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/brasil-e-dinamarca-discutem-
acoes-para-2022 

タイトル ブラジルとデンマーク、2022 年の活動を協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とデンマーク特許商標庁（DKPTO）は 4 月 6 日、両機

関の協力協定に基づく 2022 年の作業計画について協議を行なった。INPI のクラウ

ジオ・ヴィラール・フルタード長官は、主に INPI ビジネスプログラムの結果とし

て、ブラジルにおける産業財産（IP）資産の創出と商業化の促進が最近進んでいる

と話し、同庁の産業財産アカデミーでも企業を対象とした研修プログラムを開発し

ていると説明した。続いて、DKPTO のスネ・スタンペ・ソレセン長官は、各国・地

域の産業財産庁間の国際的な競争に立ち向かうための行動戦略を発表。その 1 つと

して、商標の監視や技術情報探索のための対話などのサービス提供を挙げた。 

 

日付 2022 年 4 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,675 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,675 号の通告セクションには、2017 年ブラジル産業財産

庁（INPI）決議第 204 号に基づく申請料の払戻し対象プロセスの一覧、RPI 第 2,653

号の通告の項に掲載されている書類不備の確認された特許出願の第 5 次リストの最

新状況、PPH パイロット事業第 III 期を制定した 2021 年付 12 月 15 日付 INPI/PR 省

令第 55 号を改正する 2022 年 4 月 1 日付 INPI/PR 省令第 13 号、2022 年付 INPI 省令

第 24 号に基づく RPI の手続きコード 6.23 の予備要件の修正、他国・国際機関・地

域機関などの産業財産庁で実施された調査結果を用いて 2017 年以降に出願され審

査中の発明特許の予備要件を規定する、2022 年 4 月 1 日付 INPI/PR 省令第 34 号が

公示された。 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-realiza-fiscalizacao-em-shopping-de-comercio-popular-do-bras/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-realiza-fiscalizacao-em-shopping-de-comercio-popular-do-bras/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-dinamarca-discutem-acoes-para-2022
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-dinamarca-discutem-acoes-para-2022
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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日付 2022 年 4 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 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-
curso-geral-de-pi-a-distancia-1 

タイトル 産業財産遠隔講習総合コースの受講申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）との提携により実施

する、2022 年の第 2 回目となる「産業財産総合遠隔講習」（DL 101P BR）の受講申

込受付を開始した。5 月 2 日まで。5 月 3 日～7 月 1 日の間に開催されるこの講習

は受講無料で、オンライン形式で実施される。カリキュラムは 75 時間。国内の専

門家による個別指導が行なわれ、ブラジルの法律に基づいた産業財産に関する様々

なテーマの概要を紹介する。 

 

日付 2022 年 4 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2022/04/12/policiais-fazem-operacao-
contra-pirataria-em-sorocaba.ghtml 

タイトル サンパウロ州ソロカバ市で警察官らが模倣品対策活動を実施 

 

日付 2022 年 4 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/publicacao-tira-duvidas-
sobre-indicacao-geografica-no-brasil 

タイトル ブラジルにおける地理的表示に関する Q&A 集を刊行 

要約 農牧畜供給省（MAPA）は「2021 年 3 月までに登録されたリオグランデドスル州の

地理的表示」を刊行した。この冊子にはブラジル産業財産庁（INPI）に関する章が

あり、同庁に寄せられた地理的表示（IG）に関する主な質問について取り上げてい

る。INPI の南部地域事務所とリオグランデドスル州地理的表示及び共同商標フォー

ラムに寄せられた質問に基づき、大きく 3 つのテーマ（IG の登録条件、IG の使用

条件、IG と商標の違い）に分けて、ブラジルの IG 規制、IG として登録できるも

の・できないもの、IG を申請できる人、IG の登録申請に必要な書類、登録後の変

更の場合などの Q&A を掲載したもの。ブラジルの地理的表示制度を利用する全て

のユーザーにとっての参考資料として活用されることを目的としている。 

 

日付 2022 年 4 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 サンパウロ市議会 ※公的機関による発表 YES NO 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-geral-de-pi-a-distancia-1
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-geral-de-pi-a-distancia-1
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2022/04/12/policiais-fazem-operacao-contra-pirataria-em-sorocaba.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sorocaba-jundiai/noticia/2022/04/12/policiais-fazem-operacao-contra-pirataria-em-sorocaba.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/publicacao-tira-duvidas-sobre-indicacao-geografica-no-brasil
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/publicacao-tira-duvidas-sobre-indicacao-geografica-no-brasil
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リンク https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-marca-data-de-depoimento-de-
empresarios-proprietarios-de-shoppings-populares/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会、商業施設のオーナー事業主の証言日程を決定 

要約 模倣品行為に関する議員調査委員会（CPI）は 4 月 13 日、委員長を務めるカミー

ロ・クリストーファロ議員（PSB 党）によって提案された、起業家ロー・キン・チ

ョン氏及びフー・スー・ チウ・ロー氏を対象とした聴取のための臨時会議を 5 月

2・ 9 日の両日に予定する要求を承認した。同 CPI の情報によると、両者はサンパ

ウロ市内にある委員会の調査対象となっている 27 カ所の商業施設の所有者もしく

は管理者とされ、委員会では証人としての証言が求められる。また同 CPI では、そ

の他の 6 つの要求を承認した。4 月 20 日（水）に CPI の調査対象である商業施設

Tupan の管理者が証人として召喚されたほか、Uber 社の法務担当者を証人として改

めて召喚する。 

 

日付 2022 年 4 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 Agência Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/ministerios-da-economia-e-da-
justica-firmam-acordo-contra-pirataria 

タイトル 経済省と法務省が模倣品対策に関する協定に調印 

要約 経済省及び司法公安省は 4 月 13 日、ブラジリアにて、模倣品対策を強化するため

の技術協力協定への署名を行なった。この協定により、両省はこの分野にて共同で

活動を展開する予定である。経済省生産性・競争力担当大臣と法務省公安局国家模

倣品対策評議会がパートナーシップを締結したもので、電子商取引で販売される製

品を含めた商品やサービスの模倣品の撲滅を目指す。さらに、模倣品よる産業財産

権の侵害が引き起こす被害を市場に認知させることも活動の軸として掲げられてい

る。また調印式では、電子商取引プラットフォームがインターネット上で製品の売

買を行う際に、信頼性の高い環境の整備を促進するための指針としての「電子商取

引の適正な実施に関するブックレット」も発表された。 

 

日付 2022 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/uniao-condenada-liberar-verbas-reestruturacao-
inpi 

タイトル 特許審査機関に対し、国からの資金提供を受ける計画の提示を義務づけ 

 

日付 2022 年 4 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 サンタカタリーナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/sde-participa-da-
celebracao-de-acordo-de-promocao-ao-combate-a-pirataria-junto-ao-governo-federal 

タイトル サンタカタリーナ州持続可能経済開発局、模倣品対策を推進する連邦政府との協定

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-marca-data-de-depoimento-de-empresarios-proprietarios-de-shoppings-populares/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-marca-data-de-depoimento-de-empresarios-proprietarios-de-shoppings-populares/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/ministerios-da-economia-e-da-justica-firmam-acordo-contra-pirataria
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-04/ministerios-da-economia-e-da-justica-firmam-acordo-contra-pirataria
https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/uniao-condenada-liberar-verbas-reestruturacao-inpi
https://www.conjur.com.br/2022-abr-14/uniao-condenada-liberar-verbas-reestruturacao-inpi
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/sde-participa-da-celebracao-de-acordo-de-promocao-ao-combate-a-pirataria-junto-ao-governo-federal
https://www.sc.gov.br/noticias/temas/desenvolvimento-economico/sde-participa-da-celebracao-de-acordo-de-promocao-ao-combate-a-pirataria-junto-ao-governo-federal
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締結記念式典に参加 

要約 サンタカタリーナ州持続可能経済開発局（SDE）は、州模倣品行為対策評議会

（Cecop）を通じて、法務公安省の国家模倣品対策評議会の第 2 回通常会議に参加

した。この会合では、経済省生産性・競争力特別局（Sepec/ME）と法務省国家模倣

品行為対策協議会（CNCP/MJ）が、模倣品対策の推進を目的としたプロジェクトや

共同活動の実施に関する技術協力協定（ACT）に調印した。4 月 13 日に開催された

この会合には、Cecop のジャイール・シュミット議長、CNCP/MJ 議長を務める法務

省全国消費者保護局のホドリゴ・エンヒッキ・ホカ・ピーレス局長らが出席。シュ

ミット議長は、「この協定は健全なビジネス環境を改善し、正規の商取引を支援す

るもので、デジタル取引を含む物品の取引で行われる模倣品行為や横領行為などの

産業財産犯罪の抑制への懸念を再確認するものだ」と話し、この技術協力協定の重

要性を強調した。 

 

日付 2022 年 4 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,676 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,676 号の通告セクションには、ブラジル産業財産庁

（INPI）商標・意匠・地理的表示部による商標手続きや申請に関して、現在行なう

ことのできる手続き種類のリストならびに RPI の商標セクションの XML ファイルに

適用されるそれぞれのコード、遺伝子組換え植物に関連する発明の特許性を扱った

2022 年 3 月に発行された INPI/CPAPD テクニカルノート 2022 付第 1 号に関するパブ

リックコメントの募集の実施について公示された。 

 

日付 2022 年 4 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-
pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml 

タイトル ケーブルテレビ違法サイト対策捜査にて容疑者を現行犯逮捕し、捜査のうえ押収令

状を発行 

 

日付 2022 年 4 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/evento-no-dia-mundial-da-pi-
discutira-inovacao-e-juventude 

タイトル 「世界知的財産の日」イベントにて、イノベーションと若者について協議 

要約 世界には 24 歳以下の人々が 18 億人以上いるとされ、その 9 割が発展途上国に住ん

でいると言われる。4 月 26 日に開催される世界知的財産の日には、このような若

者の創造性や起業家としての可能性を鑑み、今年は若者に焦点を当てる。これを受

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-no-dia-mundial-da-pi-discutira-inovacao-e-juventude
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-no-dia-mundial-da-pi-discutira-inovacao-e-juventude
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け、4 月 26～29 日にかけて「世界知的財産の日 2022－産業財産と若者：より良い

未来のためのイノベーション」と題した各種イベントがオンラインで開催される。

参加は無料。産業財産がいかに創造物を保護し、若い起業家らのビジネスを活性化

し、雇用と収入を創出するかについて、現在の諸課題から議論することを目的とし

たもの。このイベントは、ブラジル産業財産庁（ INPI）、世界知的所有権機関

（WIPO）、産業財産権に関する省庁間グループ（GIPI）、ブラジル産業財産協会

（ABPI）のパートナーシップにより開催される。 

 

日付 2022 年 4 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/unidades-regionais-celebram-
dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema 

タイトル 「世界知的財産の日」を記念して、各地域支部がイベントを開催 

要約 世界知的財産の日（4 月 26 日）を記念し、今年は「産業財産と若者：より良い未

来のためのイノベーション」をテーマとして、ブラジル産業財産庁（INPI）の地域

支部においてもイノベーションシステムの関係機関と協力した様々なイベントが企

画されている。INPI ポータルサイトには、オンラインで開催されるこれらイベント

のプログラムが掲載されている。 

 

日付 2022 年 4 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/brasil-e-portugal-debatem-
modelo-de-patentes-provisorias 

タイトル ブラジルとポルトガルが仮特許モデルについて協議 

要約 ポルトガル産業財産庁のアナ・バンデイラ長官と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 4 月 20 日、両国間の協力活動に関する

覚書に調印した。これを記念して「産業財産の今」（IP em Questão）の一環とし

て、「仮特許：ブラジルの現状下で分析されたポルトガルモデル」をテーマとした

イベントが開催された。仮特許とは、例えば、正式な要件をすべて満たした出願を

する時間がない発明者や、発明の経済的な可能性を評価することがまだできない場

合に出願可能なもの。出願人は、出願日から数えて 12 ヶ月以内に、仮出願から本

出願への変更を請求することができる。これが期限内に行われない場合は、優先権

を失い、出願は無効となる。INPI の特許・コンピュータプログラム・集積回路利用

権部のアレクサンドル・ダンタス副部長は、このモデルが特許制度へのアクセスを

容易にし、出願件数の増加に貢献するだろうと話した。なお、ブラジルとポルトガ

ルの二国間協力では、経験交流、グッドプラクティスの共有、ベンチマーキングな

ど、知識を交換するための活動が計画されている。 

 

日付 2022 年 4 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 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidades-regionais-celebram-dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidades-regionais-celebram-dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-portugal-debatem-modelo-de-patentes-provisorias
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-portugal-debatem-modelo-de-patentes-provisorias
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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/coordenador-do-contru-e-ouvido-na-cpi-da-pirataria/ 

タイトル 模倣品行為議員調査委員会にて不動産使用管理調整部長への聴取を実施 

要約 サンパウロ市議会の模倣品行為技委員調査委員会（CPI）は、タスクフォースが現

地で複数の不正を見つけたことによる商業施設 Tupã の閉鎖について、サンパウロ

市役所不動産使用管理調整部（Contru）のセラフィム・ソアレス部長からの聴取を

行なった。同氏は、Contru 職員が同施設に戻って改めて検査を行ったところ、いく

つかの違反がいくつか解決されていないことが判明し、閉鎖が継続されることにな

ったと説明。「新たな点検を行ったところ、満たされていない項目があることが判

明した。施設責任者への指導を行ない、閉鎖命令解除の申請を待っているところ

だ」と話した。また同日の会合では、議長を務めるカミーロ・クリストーファロ議

員（PSB 党）が CPI の活動を支援する自治体や州の機関数の拡大を発表した。現在

は 16 機関となっているが、これを 30 機関に増加させる可能性があるとした。その

上で、「CPI の活動を継続し加速していくためにはこのような力の結集が重要だ」

と述べた。 

 

日付 2022 年 4 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.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-
indenizacao 

タイトル 司法高等裁判所、医療クリニックの商標権侵害を認め、賠償金を決定 

 

日付 2022 年 4 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,676 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,676 号の通告セクションには、ブラジル産業財産庁

（INPI）商標・意匠・地理的表示部による商標手続きや申請に関して、現在行なう

ことのできる手続き種類のリストならびに RPI の商標セクションの XML ファイルに

適用されるそれぞれのコード、遺伝子組換え植物に関連する発明の特許性を扱った

2022 年 3 月に発行された INPI/CPAPD テクニカルノート 2022 付第 1 号に関するパブ

リックコメントの募集の実施について公示された。 

 

日付 2022 年 4 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-
pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml 

タイトル ケーブルテレビ違法サイト対策捜査にて容疑者を現行犯逮捕し、捜査のうえ押収令

状を発行 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/coordenador-do-contru-e-ouvido-na-cpi-da-pirataria/
https://www.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-indenizacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-indenizacao
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml
https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/04/19/operacao-mira-sites-de-pirataria-de-tv-por-assinatura.ghtml
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日付 2022 年 4 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/evento-no-dia-mundial-da-pi-
discutira-inovacao-e-juventude 

タイトル 「世界知的財産の日」イベントにて、イノベーションと若者について協議 

要約 世界には 24 歳以下の人々が 18 億人以上いるとされ、その 9 割が発展途上国に住ん

でいると言われる。4 月 26 日に開催される世界知的財産の日には、このような若

者の創造性や起業家としての可能性を鑑み、今年は若者に焦点を当てる。これを受

け、4 月 26～29 日にかけて「世界知的財産の日 2022－産業財産と若者：より良い

未来のためのイノベーション」と題した各種イベントがオンラインで開催される。

参加は無料。産業財産がいかに創造物を保護し、若い起業家らのビジネスを活性化

し、雇用と収入を創出するかについて、現在の諸課題から議論することを目的とし

たもの。このイベントは、ブラジル産業財産庁（ INPI）、世界知的所有権機関

（WIPO）、産業財産権に関する省庁間グループ（GIPI）、ブラジル産業財産協会

（ABPI）のパートナーシップにより開催される。 

 

日付 2022 年 4 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/unidades-regionais-celebram-
dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema 

タイトル 「世界知的財産の日」を記念して、各地域支部がイベントを開催 

要約 世界知的財産の日（4 月 26 日）を記念し、今年は「産業財産と若者：より良い未

来のためのイノベーション」をテーマとして、ブラジル産業財産庁（INPI）の地域

支部においてもイノベーションシステムの関係機関と協力した様々なイベントが企

画されている。INPI ポータルサイトには、オンラインで開催されるこれらイベント

のプログラムが掲載されている。 

 

日付 2022 年 4 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/brasil-e-portugal-debatem-
modelo-de-patentes-provisorias 

タイトル ブラジルとポルトガルが仮特許モデルについて協議 

要約 ポルトガル産業財産庁のアナ・バンデイラ長官と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 4 月 20 日、両国間の協力活動に関する

覚書に調印した。これを記念して「産業財産の今」（IP em Questão）の一環とし

て、「仮特許：ブラジルの現状下で分析されたポルトガルモデル」をテーマとした

イベントが開催された。仮特許とは、例えば、正式な要件をすべて満たした出願を

する時間がない発明者や、発明の経済的な可能性を評価することがまだできない場

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-no-dia-mundial-da-pi-discutira-inovacao-e-juventude
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-no-dia-mundial-da-pi-discutira-inovacao-e-juventude
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidades-regionais-celebram-dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/unidades-regionais-celebram-dia-da-pi-com-eventos-sobre-o-tema
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-portugal-debatem-modelo-de-patentes-provisorias
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-portugal-debatem-modelo-de-patentes-provisorias
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合に出願可能なもの。出願人は、出願日から数えて 12 ヶ月以内に、仮出願から本

出願への変更を請求することができる。これが期限内に行われない場合は、優先権

を失い、出願は無効となる。INPI の特許・コンピュータプログラム・集積回路利用

権部のアレクサンドル・ダンタス副部長は、このモデルが特許制度へのアクセスを

容易にし、出願件数の増加に貢献するだろうと話した。なお、ブラジルとポルトガ

ルの二国間協力では、経験交流、グッドプラクティスの共有、ベンチマーキングな

ど、知識を交換するための活動が計画されている。 

 

日付 2022 年 4 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/coordenador-do-contru-e-ouvido-na-cpi-da-pirataria/ 

タイトル 模倣品行為議員調査委員会にて不動産使用管理調整部長への聴取を実施 

要約 サンパウロ市議会の模倣品行為技委員調査委員会（CPI）は、タスクフォースが現

地で複数の不正を見つけたことによる商業施設 Tupã の閉鎖について、サンパウロ

市役所不動産使用管理調整部（Contru）のセラフィム・ソアレス部長からの聴取を

行なった。同氏は、Contru 職員が同施設に戻って改めて検査を行ったところ、いく

つかの違反がいくつか解決されていないことが判明し、閉鎖が継続されることにな

ったと説明。「新たな点検を行ったところ、満たされていない項目があることが判

明した。施設責任者への指導を行ない、閉鎖命令解除の申請を待っているところ

だ」と話した。また同日の会合では、議長を務めるカミーロ・クリストーファロ議

員（PSB 党）が CPI の活動を支援する自治体や州の機関数の拡大を発表した。現在

は 16 機関となっているが、これを 30 機関に増加させる可能性があるとした。その

上で、「CPI の活動を継続し加速していくためにはこのような力の結集が重要だ」

と述べた。 

 

日付 2022 年 4 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.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-
indenizacao 

タイトル 司法高等裁判所、医療クリニックの商標権侵害を認め、賠償金を決定 

 

日付 2022 年 4 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-divulga-estudo-sobre-
patentes-de-tecnologias-com-grafeno 

タイトル INPI、グラファイト技術に関する特許の調査結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は「グラファイト技術：ブラジルにおける特許出願動

向」をテーマとした技術レーダー誌を公表した。本調査は、2004 年以降に INPI に

提出された特許出願の調査を通じて、ブラジルにおけるグラファイトの技術動向を

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/coordenador-do-contru-e-ouvido-na-cpi-da-pirataria/
https://www.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-indenizacao
https://www.conjur.com.br/2022-abr-22/stj-reconhece-violacao-marca-clinica-determina-indenizacao
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-de-tecnologias-com-grafeno
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-de-tecnologias-com-grafeno
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明らかにすることを目的として行なわれたもので、主要な技術、出願人とブラジル

国内の分布状況、及びそれらの出願の法的な状況を示している。グラファイト普及

のための課題や障害についても分析された。調査の結果、グラファイト関連の特許

出願件数は増加傾向にあり、非居住者では主に米国や欧州諸国、国内出願者の場合

はブラジル南東部の州に拠点を置く法人による出願が多くを占めていることが判

明。また、グラファイト特許を最も多く出願している国内居住者は、教育機関や研

究機関であることが分かった。 

 

日付 2022 年 4 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,677 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,677 号の通告セクションには、遺伝子組換え植物に関連す

る発明の特許性を扱った 2022 年 3 月付 INPI/CPAPD テクニカルノート第 01/2022 号

に関するパブリックコメントの募集の開催について公示された。 

 

日付 2022 年 4 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/cresce-deposito-de-patentes-
no-brasil-em-maquinas-e-equipamentos-que-usam-inteligencia-artificial 

タイトル ブラジルで AI を活用した機械・装置の特許出願が拡大 

要約 4 月 26 日の世界知的所有権の日に合わせて発表された、産業財産権情報センター

（NIPI）による調査「機械・装置における人工知能」によると、人工知能（AI）を

備えた機械・装置の国内特許出願件数は 2009 年から飛躍的な伸びを示し、2013 年

までに 188.9%の増加を見せていた。国内居住者の出願のみを考慮した場合、件数の

増加が最も顕著となったのは 2015 年からで、その後 2019 年にかけて、年間出願数

は 30 件から 94 件と 3 倍に達している。このように国内居住者による AI を用いた

機械・装置分野の特許を出願している人は増加しているものの、ブラジル国内で行

なわれた総出願件数と比較すると、その割合は未だ非常に低い水準にあることも分

かった。2019 年には、総出願数の 419 件に対して 94 件が国内居住者による出願と

なり、その割合は 22.4%に過ぎない。国別では、ブラジル国内からの出願が全体の

2 位（576 件）だが、米国の 2,181 件に比べると 4 分の 1 程度に留まっている。国

内出願の中では、医療部門及び大学が AI 機器・機械に関する特許出願を最も多く

出願している。15 に分けられた応用分野別では、医療分野が 17%を占め、次いでパ

ターン認識（16%）、電気（15%）、機械（13%）となっている。 

 

日付 2022 年 4 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/debate-sobre-jovens-

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cresce-deposito-de-patentes-no-brasil-em-maquinas-e-equipamentos-que-usam-inteligencia-artificial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/cresce-deposito-de-patentes-no-brasil-em-maquinas-e-equipamentos-que-usam-inteligencia-artificial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/debate-sobre-jovens-empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi
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empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi 

タイトル INPI、世界知的財産の日に合わせ学生向けのアクティビティを提供 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、若いイノベーターの育成に貢献するため、世界知

的所有権の日である 4 月 26 日、リオデジャネイロ市内の本部に高校生らを迎え

た。世界知的所有権機関（WIPO）が定めた今年のテーマが「産業財産と若者：よ

り良い未来へ向けたイノベーション」となっているのに合わせたもので、生徒らは

「イノベーション」という科目の一環で、特許、商標、意匠、地理的表示など、

INPI が提供する様々な種類の保護制度についての授業を受けた。その後、特許文書

の例を用いて、日常社会に役立つイノベーションを提案する演習を行なった。INPI

における授業の実施は、子どもたちや若者に産業財産の大切さを伝えることを目的

とした「学校における産業財産」プロジェクトの中で推進されているもの。 

 

日付 2022 年 4 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/debate-sobre-jovens-
empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi 

タイトル 世界知的財産の日に若手起業家について協議 

要約 4 月 26 日の「世界知的財産の日」に開催されたイベントでは、若者の起業家精神

の重要性がテーマとして取り上げられた。これは、ブラジル産業財産庁（INPI）、

世界知的所有権機関（WIPO）、産業財産に関する省庁間グループ（GIPI）、ブラジ

ル産業財産協会（ABPI）の提携により、同日を記念して 4 月 26～29 日にかけて行

われた一連のウェブセミナーの第 1 回目となるもの。オープニングでは、経済省イ

ノベーション・デジタル変革担当副局長で GIPI 副議長を務めるジャクリーネ・コン

カ氏が「ブラジルには約 4,700 万人の若者がいる。彼らは産業財産を生み出す大き

な可能性を秘めており、国家知的財産戦略（ENPI）の活動対象として注目してい

る」と話した。INPI のタニア・クリスチーナ・ロペス・ヒベイロ エグゼクティブデ

ィレクターは、「学校における産業財産大賞」や INPI アカデミーの能力開発活動な

ど、INPI が若者らに対して行っている活動について説明。また、WIPO 顧問のイザ

ベラ・ピメンテル氏は、メタバースや NFT といった新たなテーマに関する枠組みの

決め方の難しさを考えると、現行の産業財産法制について議論することが必要であ

ると指摘した。同イベントでは、メタバース、NFT や、消費者法などの分野で活躍

する若手起業家による 2 つの企業事例が紹介された。 

 

日付 2022 年 4 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/vereador-adilson-amadeu-e-eleito-vice-presidente-
da-cpi-da-pirataria/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会の副議長にアジルソン・アマデウ市議を選出 

要約 サンパウロ市議会の模倣品行為に関する議員調査委員会（CPI）は 4 月 27 日、アジ

ルソン・アマデウ議員（UNIÃO 党）を同委員会の副議長として全会一致で選出し

た。委員会を退会したアレッサンドロ・ゲデス議員（PT 党）の後任となる。同会

合では、商業施設「Mega Polo Modas」の管理者であるマルガレス・アパレシーダ

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/debate-sobre-jovens-empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/debate-sobre-jovens-empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/debate-sobre-jovens-empreendedores-marca-dia-mundial-da-pi
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/vereador-adilson-amadeu-e-eleito-vice-presidente-da-cpi-da-pirataria/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/vereador-adilson-amadeu-e-eleito-vice-presidente-da-cpi-da-pirataria/
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氏の召喚、市役所のファビオ・レピケ事務局長の強制的な召喚など、4 つの要求事

項も承認された。この強制的な召喚とは、委員会の過去の会合に参加するよう招待

され召喚されたにもかかわらず、出席が伴わなかったことを受けてのもの。議長を

務めるカミーロ・クリストーファロ議員（PSB 党）は「サンタンデール氏が裁判所

の命令で証言に来たのなら、証言に来ることを拒否しているのは誰なのか？この

CPI は警察権を持ち、CPI のメンバーは 55 の議員によって合議制で選出され、CPI は

独立している。議長にも依存しないし、誰にも依存しない」と批判した。また、フ

ー・スー・ゼン・チェン氏の召喚と、ブラジル競争倫理研究所（ETCO）のエジソ

ン・ルイス・ヴィスモーナ所長への聴取日程も承認された。 

 

日付 2022 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/prazo-patente-mailbox-20-anos-partir-pedido-
inpi 

タイトル メールボックス特許の期限、INPI への出願から 20 年間と司法高等裁判所が確定 

 

日付 2022 年 4 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/pi-nas-escolas-e-tema-de-
palestra-em-evento-academico 

タイトル 「学校における産業財産」をテーマと学術イベントで講演を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、4 月 29 日に開催される全国産業財産戦略（ENPI）

の第 8 回会合に参加する。「学校における産業財産プロジェクト：イノベーション

を生み出す市民教育」について、同プロジェクトを推進するパトリシア・トゥロッ

テ氏、ダヴィソン・メンデス氏が講演する。その席上、同プロジェクトの新しい

Web ページの立ち上げも発表される予定。 

 

日付 2022 年 4 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 CNN Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/business/empresas-esportivas-perderam-r-9-bilhoes-por-
causa-de-pirataria-em-2021-diz-pesquisa/ 

タイトル スポーツ企業による 2021 年の模倣品被害は 90 億レアルに 

 

 

 

https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/prazo-patente-mailbox-20-anos-partir-pedido-inpi
https://www.conjur.com.br/2022-abr-27/prazo-patente-mailbox-20-anos-partir-pedido-inpi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/pi-nas-escolas-e-tema-de-palestra-em-evento-academico
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/pi-nas-escolas-e-tema-de-palestra-em-evento-academico
https://www.cnnbrasil.com.br/business/empresas-esportivas-perderam-r-9-bilhoes-por-causa-de-pirataria-em-2021-diz-pesquisa/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/empresas-esportivas-perderam-r-9-bilhoes-por-causa-de-pirataria-em-2021-diz-pesquisa/
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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 

 

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。 


