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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.67（2022 年 5 月分） 

2022年 6月 6日発行 

日付 2022 年 5 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 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-encontro-
internacional-sobre-marcas 

タイトル INPI、商標に関する国際会議に参加 

要約 2022 年 4 月 30 日～5 月 4 日にかけて、米国・ワシントンで開催される国際商標協

会（INTA）の年次総会に、ブラジル産業財産庁（ INPI）のクラウジオ・ヴィラー

ル・フルタード長官が参加している。そのオープニングセッションで、同長官は世

界知的所有権機関（WIPO）のダレン・タン事務局長、ブラジル産業所有権協会

（ABPI）のルイス・エジガルド・モンタウリ前会長と会談した。

日付 2022 年 5 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-remarca-para-dia-23-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、商業施設の事業主に対する召喚を 5 月 23 日

に再延期 

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、5 月 2 日の臨時

会合にて、Mundo Oriental Incorporadora 社のオーナーで実業家のロー・キン・チョ

ン氏と、その妻で実業家のフウ・スーチウ・ロー氏（通称ミリアン）の証言を 5 月

23 日に再延期した。ロー・キン・チョン氏の証言は 5 月 2 日に行われるはずだっ

たが、同氏の法的代理人が CPI に対し、5 月 19 日まで両氏が不在であるために出席

することができないと主張していた。議員らは、同氏の証言を 23 日に変更する要

求を承認した。CPI によると、両氏は委員会の調査対象であるサンパウロ市内の 27

の商業施設のオーナーもしくは管理者であることから、その証言が期待されてい

る。

日付 2022 年 5 月 2 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-encontro-internacional-sobre-marcas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-encontro-internacional-sobre-marcas
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-remarca-para-dia-23-depoimento-de-empresarios-proprietarios-de-shoppings-populares/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-remarca-para-dia-23-depoimento-de-empresarios-proprietarios-de-shoppings-populares/
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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/estabelecimento-no-bras-vira-alvo-de-diligencia-da-
cpi-da-pirataria/ 

タイトル ブラース地区の商業施設が模倣品行為に関する議員調査委員会の標的に 

要約 模倣品行為に関する議員調査委員会（CPI）は 5 月 2 日、サンパウロ市ブラース地

区バラォン・デ・ラダーリオ通りにある商業施設 Shopping 25 にて現地視察を行な

った。同 CPI の議長を務めるカミロ・クリストーファロ議員（PSB 党）と副議長を

務めるアジルソン・アマデウ議員（União 党）は、モオカ区役所、不動産管理使用

調整部（Contru）、衛生監督調整部（Covisa）、市警の職員らに付き添われ、現場

視察を行なった。 

 

日付 2022 年 5 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 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 2,678 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,678 号の通告セクションには、INPI 本部での対面式活動の

最近の再開を考慮して RPI 第 2,568 号に掲載された通告に基づいた、2020 年 3 月 24

日から停止している特許・コンピュータプログラム・集積回路利用権部における公

式コピーの紙による受渡しを 5 月 3 日より再開することの通知、申請料の返金につ

いて拒絶されたプロセスの一覧、遺伝子組換え植物に関連する発明の特許性に関す

る 2022 年 3 月付 INPI/CPAPD テクニカルノート 2022 年付第 1 号についてのパブリ

ックコメントの募集について公示された。 

 

日付 2022 年 5 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 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-abre-pre-inscricao-do-
curso-de-pi-para-bibliotecarios 

タイトル INPI、図書館員のための産業財産講習の事前登録を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーが提供する「図書館員のための産業財産コ

ース」の事前登録受付が 2022 年 5 月 4 日より開始される。講習は 2022 年 5 月 24

日及び 26 日の 2 日にわたり開催され、受講無料。完全オンライン方式で実施さ

れ、8 時間のカリキュラムからなる。図書館員又は情報科学を専攻する専門家であ

ることが申込の前提要件となっている。 

 

日付 2022 年 5 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 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/competitividade/cni-realiza-evento-
sobre-propriedade-intelectual-inovacao-e-formacao-de-jovens/ 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-pre-inscricao-do-curso-de-pi-para-bibliotecarios
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-pre-inscricao-do-curso-de-pi-para-bibliotecarios
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/cni-realiza-evento-sobre-propriedade-intelectual-inovacao-e-formacao-de-jovens/
https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/cni-realiza-evento-sobre-propriedade-intelectual-inovacao-e-formacao-de-jovens/
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タイトル CNI、産業財産・イノベーション・青少年育成に関するイベントを開催 

 

日付 2022 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 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/legislacoes-municipais-de-combate-a-falsificacao-
sao-discutidas-pela-cpi-da-pirataria/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会、市としての模倣品対策条例について議論 

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 5 月 4 日、同委

員会の作業や検査活動の支えとなるような模倣品対策の法的メカニズムや自治体と

しての条例について協議した。この条例案は、模倣品、海賊版製品、原産地の疑い

のある製品、密輸品、密輸の結果として作られた製品などの商品化・入手・保管・

展示を行なう企業や商人の営業許可と使用許可の期間を、それぞれ無効とすること

ができるというもの。同会合では 3 つの要請も承認された。このうち 2 つは、議長

を務めるカミロ・クリストーファロ議員（PSB 党）によるもので、前モオカ区長の

エドゥアルド・オジロアク氏、及び商業施設 Shopping Pari の所有者である実業家の

トーマス・ラウ氏の召喚についてのもの。さらに、ブランドや製品を代表する様々

な業界団体の代表者に証言や委員会の作業への協力を求めるアジルソン・アマデウ

議員（União 党）による要請も承認された。 

 

日付 2022 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 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/sistema-do-inpi-esta-
integrado-a-base-de-cnpj-da-receita-federal 

タイトル INPI のシステム、連邦国税庁の CNPJ データベースと統合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のデジタルサービスが、連邦国税庁の全国法人登録番

号（CNPJ）データベースと統合された。この新機能では、連邦国税庁のデータベー

スへの自動照会に基づき、ユーザー登録で入力された CNPJ 番号が有効かを確認す

ることができる。システム間の自動的かつ安全なデータ交換を促進し、政府がすで

に持っている情報を国民が再提示する必要がないようにすることを目指す Conecta 

gov.br プログラムの一環で行なわれたもの。INPI は、統合されたサービスを提供す

る政府機関のランキングで 2 位となっている。これは、デジタル産業財産（IP）計

画の新たな成果の 1 つであり、INPI のポータルの改編、個人納税者番号（CPF）の

自動クエリーの実装、連邦政府の納付システム PagTesouro への対応などの成果と

並ぶもの。Pix 決済方式やカード類でのサービス料の支払いが可能となっている。 

 

日付 2022 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/veja-as-novas-iniciativas-do-
pi-nas-escolas 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/sistema-do-inpi-esta-integrado-a-base-de-cnpj-da-receita-federal
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/sistema-do-inpi-esta-integrado-a-base-de-cnpj-da-receita-federal
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/veja-as-novas-iniciativas-do-pi-nas-escolas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/veja-as-novas-iniciativas-do-pi-nas-escolas
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タイトル 「学校における産業財産」プログラムの新たな取組み 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が推進する「学校における産業財産」プログラムで

は、教育機関との関係を深め、教員が使用する産業財産（IP）についての教材使用

を奨励する新たなフェーズへと入った。INPI のウェブサイトにプロジェクトの新ペ

ージが開設され、入門書、書籍、動画などが利用可能となっている。このページか

らは、この取組みについてもっと知りたい、ボランティアとして参加したい、自ら

のクラスや学校でプロジェクトを直接実施したいといた問合わせも可能となってい

る。「学校における産業財産」プログラムは、全国共通教育科目（BNCC）のあらゆ

る科目において、実践的かつ横断的な事例の活用に焦点を当てた方法論や教訓的リ

ソースを通じて、基礎教育の私立及び公立学校における産業財産教育の導入に向け

た取組みを全国的に奨励し、推進することを目的として行なわれているもの。 

 

日付 2022 年 5 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-abre-inscricoes-para-
curso-geral-de-ig-e-marcas-coletivas 

タイトル INPI、地理的表示と共同商標に関する総合講習の受講申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 10 日より、INPI アカデミーが提供する「地理的

表示と共同商標に関する総合講習」の受講申込の受付を開始する。講習は 5 月 16

～20 日に開催され、20 時間のカリキュラムからなる。受講は無料で、完全オンラ

インの自己学習形式で行なわれる。最終試験で必要な最低点を取得した受講生には

証明書を発行する。 

 

日付 2022 年 5 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,679 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,679 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

日付 2022 年 5 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/inpi-promove-webinario-
sobre-patentes-verdes-no-dia-17-05 

タイトル INPI、グリーン特許に関するウェビナーを 5 月 17 日に開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ウェビナー「グリーン特許：持続可能な未来のた

めの産業財産権」を、5 月 17 日に開催する。同イベントは、INPI、在レシフェ米国

総領事館、米国特許商標庁（USPTO）、ペルナンブコ連邦大学（UFPE）の提携によ

り開催されるもの。 

 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-geral-de-ig-e-marcas-coletivas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-geral-de-ig-e-marcas-coletivas
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-promove-webinario-sobre-patentes-verdes-no-dia-17-05
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-promove-webinario-sobre-patentes-verdes-no-dia-17-05
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日付 2022 年 5 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 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-mai-10/tj-sp-nega-acao-dona-chocolate-bis-cosmetico-
herbissimo 

タイトル サンパウロ州司法裁判所、チョコレート「 Bis 」オーナーによる化粧品

「Herbíssimo」に対する訴えを却下 

 

日付 2022 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 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-evento-
sobre-mediacao-e-arbitragem-da-abpi-e-ompi 

タイトル INPI、ABPI と WIPO による調停・仲裁に関するイベントに参加 

要約 5 月 12 日に開催されたウェビナー「コンピュータ・プログラムとフランチャイズ

に関する紛争の調停と仲裁」の冒頭で、ブラジル産業財産庁（INPI）のジュリオ・

セザール・モレイラ総務部長は、ブラジルにおける産業財産資産に関する論争の解

決に焦点を当てた、調停・仲裁グループの創設を支援してきたことを説明した。同

氏によると、INPI の業務効率化も、紛争当事者間の紛争解決やプロセスのスピード

アップに貢献しているという。例えば、著作権や所有権の証明を要求された場合に

所有者の法的保障をより確実なものとし、コンピュータ・プログラムの登録に要す

る期間を 7 日に短縮したほか、フランチャイズ契約の登録を法律で定められた最長

30 日間よりも短い期間で行なっていることなどが挙げられた。本イベントは、ブ

ラジル産業財産協会紛争解決センター（CSD ABPI）、世界知的所有権機関（WIPO）

の仲裁調停センターが主催したもので、 INPI、ブラジルソフトウェア企業協会

（ABES）、ブラジルフランチャイズ協会（ABF）、科学技術イノベーション省

（MCTI）、ブラジル中小・零細企業サービス（SEBRAE）が後援し開催されたもの。 

 

日付 2022 年 5 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/brasil-deixa-patentes-na-mao-dos-gringos-e-isso-pode-
ser-um-problema/ 

タイトル 特許を外国人の手に委ねるブラジル、そしてそれは問題ともなりうる 

 

日付 2022 年 5 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,680 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,680 号の通告セクションには、新たに承認された申請手数

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-evento-sobre-mediacao-e-arbitragem-da-abpi-e-ompi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-evento-sobre-mediacao-e-arbitragem-da-abpi-e-ompi
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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料の払戻し手続きについて公示された。 

 

日付 2022 年 5 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 パラナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Comeca-nova-edicao-do-programa-do-Governo-que-
fomenta-empreendedorismo-e-inovacao 

タイトル 起業家とイノベーションを促進する今年度の政府プログラムを開始 

要約 5 月 16 日に開始された「市場にフォーカスした 2022 年度産業財産プログラム

（Prime）」における、応用研究・技術成熟度・技術移転に関するオンライン・パ

ネルディスカッションでは、登録された 39 名の研究者の中から、環境中に放出さ

れた残滓を吸着する松の実の殻、野菜生産における用いる人工知能、スーパーバク

テリアを制御するナノテクノロジーなどイノベーティブな解決策をもたらすプロジ

ェクトが紹介された。同プログラムはパラナ州科学技術・高等教育総局（Seti）が

開設した、大学や大学センター、公立・私立の学生や教員、イノベーション機関や

技術革新センター（NITs）が支援する起業家を対象とした州政府の取組みとしての

プレアクセラレーション事業で、アラウカリア財団、イノベーション総局

（SGI）、パラナ州小・零細企業支援サービス（Sebrae/PR）が戦略的パートナーと

して参加する。フェーズの最終段階では、5 名のファイナリストがパートナー機関

の資金提供によって Sebrae/PR の Acelera Impulse プログラムに参加することとな

る。今年は、農業・アグリビジネス、バイオテクノロジー・医療、持続可能・再生

可能エネルギー、社会・教育・経済などの分野で応用されたプロジェクトがあり、

このうち 22 件のアイデアは、プレアクセラレーションの最終ステージに進むこと

ができる条件の 1 つでもあるブラジル産業財産庁（INPI）への特許出願を行なった

か、もしくはすでに取得している状態にある。 

 

日付 2022 年 5 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 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/2022/05/17/comissao-do-parlasul-aprova-
cooperacao-em-emergencias-e-propriedade-intelectual 

タイトル Parlasul 委員会、緊急事態と産業財産に関する協力体制を承認 

要約 連邦上院議会に設置されているメルコスール議会のためのブラジル代表委員会

（Parlasur）は 5 月 17 日、圏内諸国間の緊急事態における領事協力に関する国際協

定（MSC 406/2021）を承認した。また同委員会は、メルコスール締約国の範疇にお

ける地理的表示の相互保護に関する 2019 年付の協定（MSC 601/2020）を承認し

た。リオグランジドスル州ベント・ゴンサルベス市で締結されたこの協定は、製品

の原産地を示し品質を証明するための産業財産である地理的表示について、地理的

同一性を保持するための加盟国間の協力について定めたもの。この協定は、農業・

農産物およびサービス、ワイン、蒸留酒に適用される。例えば、相互保護に先立ち

商標出願を行う場合を除いて、各国の法制度の枠内で、この条約によって認められ

た地理的表示を類似の商品または役務の商標として登録することを禁止する。この

協定はさらに、地理的表示の保護に関する事項を管轄する国の機関もしくは組織及

び締約国の外務省の代表者から構成される地理的表示に関する委員会の設立も定め

https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Comeca-nova-edicao-do-programa-do-Governo-que-fomenta-empreendedorismo-e-inovacao
https://www.aen.pr.gov.br/Noticia/Comeca-nova-edicao-do-programa-do-Governo-que-fomenta-empreendedorismo-e-inovacao
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/17/comissao-do-parlasul-aprova-cooperacao-em-emergencias-e-propriedade-intelectual
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/05/17/comissao-do-parlasul-aprova-cooperacao-em-emergencias-e-propriedade-intelectual
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ている。この委員会は、少なくとも年 1 回は開催されるとされる。 

 

日付 2022 年 5 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 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/877421-comissao-rejeita-projeto-que-fixa-regra-
especifica-sobre-propriedade-intelectual-de-serie-de-jogos-digitais/ 

タイトル 委員会、デジタルゲームシリーズの産業財産に関する具体的なルールを定めた法案

を否決 

要約 連邦下院議会の科学技術・通信・情報技術委員会は、デジタルゲームシリーズの産

業財産保護のための具体的なルールを定めた 2020 年付法案第 1,992 号を否決し

た。この法案では、同じゲームシリーズに属するたなデジタルゲームを発売する場

合、保護期間を半分にすることが提案されていた。報告者であるルイザ・エルジー

ナ議員（PSL 党、サンパウロ州選出）は、小規模ゲーム開発者に対して市場アクセ

スやビジネス機会面で犠牲が生まれるとの認識にもかかわらず、棄却を推奨した。

「この法案の主張は、産業財産の論理が提唱するものと相反するものである。著作

者が作品を拡張し、進化・進歩させようと努力するならば、それは賞賛の対象であ

るべきで、決して罰の対象となってはならない。この法案が承認されれば、ブラジ

ル国内外でデジタルゲームの形で余暇や学習の機会を提供しようと努力している専

門家の努力が損なわれることになる」と述べた。現在、デジタルゲームはコンピュ

ータプログラム全般の産業財産権に関する 1998 年付法律第 9,609 号の対象となり

し、ソフトウェア製作者は 50 年間の保護を受けることができるようになってい

る。この法案は今後、文化、憲法・司法、市民権の各委員会でも審議される予定。 

 

日付 2022 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-paga-fortuna-por-futebol-e-
recebe-merreca-em-processo-contra-pirataria-81307 

タイトル Globo 社、サッカー配信のために大金を支払うも海賊版行為に対する訴訟では「は

した金」しか受け取れず 

 

日付 2022 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 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-
ecossistema-de-inovacao-farmaceutica 

タイトル ブラジル、デンマークと医薬品イノベーションのエコシステムについて協議 

要約 ブラジル・デンマーク両国間の産業財産分野における協力の一環として、ウェビナ

ー「医薬品イノベーションのエコシステム：コントラストと機会」が 5 月 20 日に

開催された。このイベントは、ブラジルとデンマークのビジネス環境の違いについ

て協議し、国内企業がヨーロッパ市場で事業を展開する機会について紹介するも

https://www.camara.leg.br/noticias/877421-comissao-rejeita-projeto-que-fixa-regra-especifica-sobre-propriedade-intelectual-de-serie-de-jogos-digitais/
https://www.camara.leg.br/noticias/877421-comissao-rejeita-projeto-que-fixa-regra-especifica-sobre-propriedade-intelectual-de-serie-de-jogos-digitais/
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-paga-fortuna-por-futebol-e-recebe-merreca-em-processo-contra-pirataria-81307
https://noticiasdatv.uol.com.br/noticia/televisao/globo-paga-fortuna-por-futebol-e-recebe-merreca-em-processo-contra-pirataria-81307
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-dinamarca-discutem-ecossistema-de-inovacao-farmaceutica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/brasil-e-dinamarca-discutem-ecossistema-de-inovacao-farmaceutica
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の。イベントでは、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーのアデライデ・アント

ゥネス教授が、医薬品特許とブラジルの概況について説明し、大学の役割と医療分

野のイノベーションに関わる関係者らの統合の重要性を強調した。このイベント

は、INPI が医薬品産業連合会（Sindusfarma）及びデンマーク外務省の協力を得て推

進したもの。 

 

日付 2022 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/planalto-norte-catarinense-
torna-se-a-primeira-denominacao-de-origem-para-erva-mate 

タイトル マテ茶では初となる原産地名称「プラナルト・ノルテ・カタリネンセ」を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 24 日、サンタカタリーナ州北部の高原地帯で栽

培されるマテ茶について、地理的環境から生じる様々な要因が製品の最終的な組成

に反映されていることを示す原産地名称「プラナルト・ノルテ・カタリネンセ」の

付与について公示した。同州内の 20 市町村を含む地域が対象。この地域のマテ茶

は、アラウカリア松の森に隣接する日陰のまばらな環境で生育する。製品はマテの

葉と枝からなり、そのほとんどが在来品種で外来種を含まず、農薬も使用されてい

ない。またこの地域は同州内でも最も年間日射量が少なく、マテ茶の栽培にはさら

に不向きな環境であることも特徴。このような環境要因により、高いカフェインが

含まれることが製品の化学的特性調査によって判明している。また人的要因につい

ても、収穫や粉砕の方法、マテ茶の煎じ薬の調合などに様々な民族による影響が色

濃く反映されているとされる。今回の登録により、 INPI が認定する地理的表示

（GI）の総数は 99 件となり、そのうち 68 件がブラジル国内の原産地表示（IP）、

31 件がブラジル国内外の原産地名称（DO）となり、DO のうち 22 件はブラジル国

内、9 件が海外のものとなっている。 

 

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

タイトル 産業財産官報第 2,681 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,681 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

日付 2022 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/inpi-abre-inscricoes-para-
curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica 

タイトル INPI、「技術に基づくビジネスにおける産業財産」の講習への登録受付を開始 

要約 2022 年 6 月 1～30 日まで、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの通信教育プラ

ットフォームにて、オンライン・自己学習方式で実施される無料講習「技術に基づ

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/planalto-norte-catarinense-torna-se-a-primeira-denominacao-de-origem-para-erva-mate
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/planalto-norte-catarinense-torna-se-a-primeira-denominacao-de-origem-para-erva-mate
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-sobre-pi-em-negocios-de-base-tecnologica
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くビジネスにおける産業財産の活用」の登録受付を開始した。企業や科学技術セン

ター（ICT）の専門家を対象に、特許を中心とした産業財産をテーマとしたトレー

ニングを提供するのを目的とする。この講習の受講は、産業財産のメンタリング・

パイロットプログラム（PMPI）におけるメンタリング活動への参加者に対して、予

め求められる資格基準の 1 つとなっている。 

 

日付 2022 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-adere-a-rede-latino-
americana-de-pi-e-genero 

タイトル INPI、ラテンアメリカの産業財産・ジェンダーのネットワークに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 25 日、「産業財産とジェンダーに関するラテン

アメリカ・ネットワーク」に加盟することを正式に決定した。同ネットワークは、

ラテンアメリカの産業財産機関間のグッドプラクティスや運営戦略の情報交換を促

進するために、ジェンダーの視点に立った産業財産の発展と促進を目的とした地域

フォーラム。 INPI は、ジェンダー・多様性・社会包摂のための戦略委員会

（CEGDI）を設立し、このテーマに関するいくつかの取組みに参加している。これ

は 2021 年にブラジル連邦政府と英国が提携して実施された「21 世紀の産業財産

庁」プロジェクトの成果の 1 つ。同プロジェクトでは、制度を改善する機会が特定

され、その中で研究所がジェンダー平等と社会的包摂のための行動を採用すること

の重要性も指摘されていた。現在、アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリ

カ、エクアドル、メキシコ、ペルー、ドミニカ共和国、ウルグアイの産業財産庁が

同ネットワークに加盟している。世界知的所有権機関（WIPO）は名誉創設メンバ

ーとしてこれに参加する。WIPO のデータによると、2021 年には PCT 制度を通じた

世界中の特許出願人のうち、女性はわずか 17%を占めるに過ぎなかったという。 

 

日付 2022 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-promove-o-ii-simposio-
virtual-de-relacionamento-e-transparencia-em-propriedade-industrial 

タイトル INPI、「産業財産権における関係性と透明性に関する第 2 回バーチャル・シンポジ

ウム」を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 1 日、「産業財産権における関係性と透明性に

関する第 2 回バーチャル・シンポジウム」を開催し、同庁の YouTube チャンネルで

ライブ配信を行なう。データガバナンス、透明性、説明責任、公開性、プライバシ

ー、情報セキュリティの観点からの INPI の進化について紹介するもの。同シンポジ

ウムでは、INPI の専門家だけでなく、オンブズマン総局、国家データ保護局、会計

検査院の代表者も登壇し、データガバナンスのベストプラクティスに関する協議

や、経験交流が行なわれる予定。 

 

日付 2022 年 5 月 27 日 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-adere-a-rede-latino-americana-de-pi-e-genero
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-adere-a-rede-latino-americana-de-pi-e-genero
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-promove-o-ii-simposio-virtual-de-relacionamento-e-transparencia-em-propriedade-industrial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-promove-o-ii-simposio-virtual-de-relacionamento-e-transparencia-em-propriedade-industrial
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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/mapa-divulga-lista-de-produtores-
que-poderao-usar-nomes-protegidos-como-indicacoes-geograficas-no-acordo-mercosul-
uniao-europeia 

タイトル 農牧畜供給省、メルコスール・EU 間協定で地理的表示として保護される名称を使

用可能な生産者のリストを公開 

要約 農牧畜供給省（MAPA）の貿易・国際関係局は 5 月 27 日（金）、メルコスール・EU

間協定で地理的表示として保護される名称を使用可能な先行使用者のリストを好評

した。同リストは、連邦官報に掲載された 2022 年付同省令第 2 号の附属書として

掲載されている。フォンティナ、ゴルゴンゾーラ、グラナ、グリュイエール、パル

メザンチーズ、ジュネーブ、スタインヘーガー・スタインヘーガーといったチーズ

は、ブラジル国内で生産されている場合でもヨーロッパの地域の名前を使用し、そ

の地理的表示を構成することとなる。メルコスール・EU 間協定の発効後にもこれ

らの名称を使用し続けるには、生産者が当該の地理的表示に関連する用語を以前か

ら商業的に使用していたことを証明する必要がある。今年初め、MAPA はパブリッ

ク・コメントの募集を行ない、個人もしくは法人がこれら名称を使い続ける権利を

証明する書類の提出期限を 60 日間として設定した。この名称使用者リストに載っ

ていない生産者は、メルコスール・EU 間協定の発効後には国内でこの名称を使用

することができなくなる。なお、レストラン、ピザ屋、流通業者、輸入業者などの

企業は生産者に該当しないため、この規則の対象とはならない。パブリック・コメ

ントの募集に書類を提出し参加しなかった企業や、不服申立てを希望する企業は、

6 月 15 日までに完全な裏付け書類を指定メールアドレス宛てに送付することで手

続きを行うことができる。 

 

日付 2022 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 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 2,682 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,682 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

 

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  

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-divulga-lista-de-produtores-que-poderao-usar-nomes-protegidos-como-indicacoes-geograficas-no-acordo-mercosul-uniao-europeia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-divulga-lista-de-produtores-que-poderao-usar-nomes-protegidos-como-indicacoes-geograficas-no-acordo-mercosul-uniao-europeia
https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/mapa-divulga-lista-de-produtores-que-poderao-usar-nomes-protegidos-como-indicacoes-geograficas-no-acordo-mercosul-uniao-europeia
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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