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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.68（2022 年 6 月分） 

2022年 7月 7日発行 

日付 2022 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/simposio-debate-melhores-
praticas-de-governanca-de-dados-e-transparencia 

タイトル シンポジウムにて、データガバナンスと透明性のベストプラクティスについて協議

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 1 日、「第 2 回産業財産における関係性と透明

性に関するシンポジウム」を開催した。データガバナンス、透明性、説明責任、デ

ータの公開性、プライバシー、情報セキュリティの観点で INPI の進化を紹介するも

の。午前中のオープニングでは、INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官

が、ブラジルのイノベーションシステムの柱の 1 つである同庁の活動が及ぼす影響

と、産業財産権の文脈で生成されるデータのガバナンスの重要性を強調した。同氏

は、特許や商標の出願に関するデータを扱う責任について、プロセスの一部に秘密

保持の法的規定があることや、出願された特許のバックログ、アクションプラン報

告書、同庁の活動のモニタリングなど、社会に対して開かれるデータの透明性につ

いても言及した。 

日付 2022 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-ouve-sugestoes-de-acoes-de-
combate-a-comercializacao-de-produtos-falsificados/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会、模倣品販売対策への提言を聴取 

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 6 月 1 日、サン

パウロ市役所のファビオ・レピケ執行局長を招き、同市における模倣品販売への対

策に関する提案を聴取した。レピケ氏は、市役所の執行局では独自のチームを持た

ず、他の部門・部局と統合的に検査に取り組んでいると説明した。さらに同局は、

市条例によって設立されたセクター間の合議体である「模倣品対策自治体委員会」

のメンバーでもあるとした。同氏は CPI のメンバーに対し、自治体として模倣品行

為に対抗するための具体的なアクションを 3 つ提案。その 1 つめは、アントニオ・

カンディール下院議員（PSDB 党、サンパウロ州選出）による 1999 年付法案第 333

号の下院議会での承認を支持することであるとした。この法案には、商標や登録特

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/simposio-debate-melhores-praticas-de-governanca-de-dados-e-transparencia
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/simposio-debate-melhores-praticas-de-governanca-de-dados-e-transparencia
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-ouve-sugestoes-de-acoes-de-combate-a-comercializacao-de-produtos-falsificados/
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許、地理的表示、不正競争に対する罪を犯した者への罰則を強化することが盛り込

まれているものの、審議が中断しているという。この法案ではさらに、模倣品、海

賊版、原産地が疑わしい製品、密輸品、横領品の販売、入手、保管、展示を行った

施設や行商人の営業許可と使用許可を取り消すことができるようになっているとい

う。同氏はまた、模倣品行為と戦うための市条例の重要性に言及し、市役所の検査

活動の迅速化と範囲の拡大を目的として、条例第 14,167 号に規定される規制の新

たな草案が準備されているとコメント。規制の改善のために CPI メンバーの協力を

仰いだ。 

 

日付 2022 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 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-consulta-publica-
sobre-exame-de-patenteabilidade-de-invencoes-associadas-a-plantas-transgenicas 

タイトル INPI、遺伝子組換え植物に関連する発明の特許性審査に関するパブリックコメント

の募集を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、遺伝子組換え植物に関連する発明、特にエリート

事象の特許性の審査において、審査官が従うべきガイドラインを定義することを目

的とした 2022 年付 CPAPD テクニカルノート第 1 号に関するパブリックコメントの

募集を開始した。2022 年 6 月 1 日付の連邦官報に掲載され、同日から 30 日間の期

間で行われる予定。コメント募集の締切り後、INPI は寄せられた提案とテクニカル

ノートの確定文を公示する。この文書の作成は、今後の審査の予測可能性を高める

という観点から、この分野の技術的理解を深め、調和させることを目的としたも

の。 

 

日付 2022 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 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-sebrae-se-renovam-
acordo-de-cooperacao-em-pi 

タイトル INPI、Sebrae/SE と産業財産分野での協力協定を延長 

要約 ブラジル特許商標庁（ INPI）とセルジッペ州小・ミクロ企業支援サービス

（Sebrae/SE）は 6 月 1 日、両者間の技術協力協定を延長した。同州のイノベーショ

ンシステムにおいて INPI がより深く関与することにより、イノベーション文化の普

及と産業財産制度の優れた活用に注力とともに、同州の中小企業支援サービスにお

いて INPI が果たす役割について合意したもの。無形資産の保護と商業化を促進する

ことを目的とする。このイベントでは、産業財産・ビジネス・イノベーションセン

ター（CEP Inovar INPI/SE）のエリオ・サンタ・ロサ・コスタ・シルバ所長が、産業

財産、特に商標と特許に関する一般的な概念についてプレゼンテーションを行な

い、INPI が州内で行った普及活動や得られた結果について紹介。この中で、2021 年

中にセルジッペ州で 14 回の普及活動が行われ合計 1,140 人が参加したこと、また

特許出願に焦点を当てた 28 回のメンターシップが行われたこと（加えて 10 回が実

施中）、2018～2021 年にかけて州内で行われた商標出願が 140%増加したことなど

が挙げられた。 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-exame-de-patenteabilidade-de-invencoes-associadas-a-plantas-transgenicas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-exame-de-patenteabilidade-de-invencoes-associadas-a-plantas-transgenicas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-sebrae-se-renovam-acordo-de-cooperacao-em-pi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-sebrae-se-renovam-acordo-de-cooperacao-em-pi
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日付 2022 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 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-euipo-assinam-novo-
memorado-de-entendimento-para-cooperacao 

タイトル INPI と EUIPO、協力に関する新たな覚書に調印 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・フルタード会長と欧州連合産業財産庁

（EUIPO）のクリスチャン・アルシャンボー長官は 5 月 31 日、バーチャルイベント

において、4 年間の二国間協力に関する新たな覚書に調印した。フルタード長官は

この機会に、商標・意匠・地理的表示担当の新ディレクターとしてフェリペ・アウ

グスト・メーロ・デ・オリベイラ氏を紹介し、産業財産マーケットプレイスの第 3

フェーズの開始や新しい戦略計画など、INPI の現在の活動を紹介した。対してアル

シャンボー長官は、調和済みデータベース（HDB）とデザイン・クラスへの INPI の

統合を完了させることの重要性について触れた。HDB とは、ニース国際分類の各用

語の解釈を、世界各国の産業財産庁がまとめたデータベースである。同様に、デザ

イン・クラスとは、意匠のための国際分類の区分とサブ区分の構造に従って、製品

表示を提供するもの。また IP Key Latin America 事業の第 2 フェーズが協議され、そ

のリソースが INPI との活動遂行に使われる可能性があることも示された。同プロジ

ェクトは、特にメルコスール諸国において産業財産権の利用と有効性を高め、研究

協力の機会を増大させ、「グリーン」イノベーションを含む持続可能な開発の枠組

みにおける競争力強化とイノベーションの奨励を目的としたもの。 

 

日付 2022 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/06/02/pf-cumpre-quatro-mandados-
de-busca-e-apreensao-em-operacao-que-combate-pirataria-digital-em-mt.ghtml 

タイトル 連邦警察、マトグロッソ州のデジタル海賊版撲滅作戦で 4 件の捜索・押収令状を発

行 

 

日付 2022 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 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 2,683 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,683 号の通告セクションでは、遺伝子組換え植物に関連す

る発明、特にエリートイベントの特許性の審査において審査官が従うべきガイドラ

インを定義することを目的とした 2022 年付 CPAPD テクニカルノート第 1 号に関す

るパブリックコメントの募集開始、拒絶された申請料の払戻し申請プロセス、世界

知的所有権機関（WIPO）が定める生物学的塩基配列リストの提示基準が、7 月 1 日

より WIPO Standard ST.25 (TXT) から Standard ST.26 (XML) に変更・発効される旨の公

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-euipo-assinam-novo-memorado-de-entendimento-para-cooperacao
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-euipo-assinam-novo-memorado-de-entendimento-para-cooperacao
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/06/02/pf-cumpre-quatro-mandados-de-busca-e-apreensao-em-operacao-que-combate-pirataria-digital-em-mt.ghtml
https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2022/06/02/pf-cumpre-quatro-mandados-de-busca-e-apreensao-em-operacao-que-combate-pirataria-digital-em-mt.ghtml
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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示がなされた。 

 

日付 2022 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 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/chamada-publica-seleciona-
empresas-para-pesquisa-sobre-bpm 

タイトル ビジネス・プロセス・マネジメントに関する調査対象企業を公募により選定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル科学技術情報研究所（IBICT）が実施する特

許審査の手続きプロセスに関する共同研究プロジェクトに参画し、ビジネスプロセ

スマネジメント（BPM）の技術ソリューションを事業化する企業の公募を、2022 年

6 月 15 日まで行なっている。「INPI の特許付与フローにおけるデジタルトランスフ

ォーメーションに関する研究」と題したこの研究は、特許審査に関わるプロセスの

業務効率を高めるための BPM 及びその導入を支援する技術ソリューションの導入

に関する評価を目的として実施されているもの。本研究を通じて、提供される各ソ

リューションの技術的特性を把握し、INPI のニーズを満たしているか、あるいは同

庁の技術インフラと互換性があるかどうかの評価を行なっていく。これらの活動の

結果として、最も優れた性能を持つソリューションについてはそのライセンスを取

得し、それに対応したサービスを提供する。IBICT が研究開発財団（FUNDEP）を通

じて取得したライセンスは、全て INPI に寄贈される予定となっている。 

 

日付 2022 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/bio-manguinhos-conhece-
aplicacao-da-lgpd-pelo-inpi 

タイトル Bio-Manguinhos、INPI による個人情報保護法への対応ついて学ぶ 

要約 オズワルドクルス財団（Fiocruz）免疫生物学技術研究所（Bio-Manguinhos）の委員

会は、個人情報保護法（LGPD）と情報公開法（LAI）の範囲内で機密情報の管理に

関するブラジル産業財産庁（INPI）における取組みについて学ぶため、6 月 8 日に

同庁を訪問した。Bio-Manguinhos が以前、他の機関とともに行った調査では、INPI

がこの分野のリファレンスであると指摘されていたという。同庁でこの分野を担当

するオンブズマンのダヴィソン・メネゼス氏が、データ保護と情報へのアクセスを

調整する上で、同庁がどのように対応を行なったかを解説。これによると、作業は

まずタスクフォースの設置から始まり、全領域部門の横断的な参加を確約した上

で、意思決定プロセスを円滑にしつつ、さらに職員の教育も行なったとされる。 

 

日付 2022 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 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-discute-relatorio-das-investigacoes/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会、調査の最終報告書について議論 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/chamada-publica-seleciona-empresas-para-pesquisa-sobre-bpm
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/chamada-publica-seleciona-empresas-para-pesquisa-sobre-bpm
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/bio-manguinhos-conhece-aplicacao-da-lgpd-pelo-inpi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/bio-manguinhos-conhece-aplicacao-da-lgpd-pelo-inpi
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/cpi-da-pirataria-discute-relatorio-das-investigacoes/


  
 

5 

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

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）の 6 月 8 日の会合

が証人不在となることを鑑み、同委員会では、本件の報告者であるイサック・フェ

リックス下院議員（PL 党選出）が、副報告者のロドリゴ・グーラルト下院議員

（PSD 党選出）と協力して作成した同調査の最終報告書について議論が交わされ

た。模倣品・違法行為対策全国フォーラムのエジソン・ルイス・ヴィズモーラ会長

は、CPI への協力するよう招待されたが、欠席に関する理由を述べ、公聴会の再延

期を求めた。同様に、証言のため召喚された Maxim Administração e Participação 社

のマルセロ・メンドンサ氏も、欠席理由を送付し、次の会合では説明を行なう用意

があるとした。このため議員らは、CPI の最終報告書の扱いについて議論する機会

を得ることとなった。イサック・フェリックス議員は、「彼ら（証人）が不在で

も、我々は作業を続ける」と述べた。その上で「彼らが不在でも、CPI の報告や進

展には何ら支障はない」と付け加えた。 

 

日付 2022 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 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/2022/06/08/senado-aprova-acordo-de-
cooperacao-cientifica-entre-brasil-e-austria 

タイトル 連邦上院議会、ブラジルとオーストリアの科学協力協定を承認 

要約 連邦上院議会は 6 月 8 日（水）、2019 年 6 月 19 日にウィーンで署名された「科学

技術協力に関するブラジル・オーストリア間の協定」の批准を、シンボリックな投

票により承認した。連邦下院議会が作成した 2021 年付法案第 483 号は、エスペリ

ディアン・アミン上院議員（PP 党・サンタカタリーナ州選出）が外交委員会

（CRE）に提出した報告書の内容で承認され、公布を待つのみとなった。今回の提

案で承認された協定は、科学技術研究及びイノベーションにおける協力関係の確立

を目的とするもの。同条約では、両国の政府機関、高等教育機関、国立科学技術研

究センター間の活動の発展を奨励・支援することが規定されている。原則として、

両国は協定の適用により生じる産業財産権の保護のため、自国の国内法及び国際的

な義務に従った適切な措置を講じなければならないとされる。協定を実施する公的

機関は、ブラジル連邦共和国の外務省及び科学技術・イノベーション・通信省、そ

してオーストリア共和国の連邦教育科学研究省となる。同協定は、ブラジル及びオ

ーストリアの両国が外交ルートを通じて、本協定の発効に関するそれぞれの国内基

準を満たしたことを書面により通知した月の翌月 1 日に発効し、その効力は無期限

で継続される。 

 

日付 2022 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 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/2022-06/ferrari-
acusa-salao-de-beleza-por-uso-indevidamente-da-marca-no-df 

タイトル Ferrari 社、ブラジル国内の美容院を商標権不正使用で提訴 

 

日付 2022 年 6 月 13 日 

https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/08/senado-aprova-acordo-de-cooperacao-cientifica-entre-brasil-e-austria
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2022/06/08/senado-aprova-acordo-de-cooperacao-cientifica-entre-brasil-e-austria
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-06/ferrari-acusa-salao-de-beleza-por-uso-indevidamente-da-marca-no-df
https://agenciabrasil.ebc.com.br/radioagencia-nacional/geral/audio/2022-06/ferrari-acusa-salao-de-beleza-por-uso-indevidamente-da-marca-no-df
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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 サイト Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/dupla-maiara-e-maraisa-perde-na-justica-o-direito-de-
usar-o-nome-as-patroas/ 

タイトル マイアラ・マライサの音楽デュオ、「As patroas」の名称使用権を裁判で失う 

 

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

タイトル 産業財産官報第 2,684 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,684 号の通告セクションでは、遺伝子組換え植物に関連す

る発明、特にエリートイベントの特許性の審査において審査官が従うべきガイドラ

インの作成を目的とした 2022 年付 CPAPD テクニカルノート第 1 号のパブリックコ

メント募集の開始、世界知的所有権機関（WIPO）の定める生物学的塩基配列リス

トの提示基準が WIPO Standard ST.25 (TXT) から Standard ST.26 (XML) に変更され、

2022 年 7 月 1 日から発効する旨、却下された申請手数料の払戻し申請プロセスに

関する公示がなされた。 

 

日付 2022 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 科学技術イノベーション省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/06/ministro-do-mcti-
ressalta-papel-da-inovacao-para-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia 

タイトル 科学技術イノベーション大臣、アマゾン地方の持続可能な開発におけるイノベーシ

ョンの役割を強調 

要約 科学技術イノベーション省（MCTI）のパウロ・アルヴィム大臣は、6 月 14 日

（火）に開催された「第 4 回アマゾンにおけるイノベーティブなプロセスに関する

国際会議：ICT、起業家、投資家のインターフェース」の開会式の席上、科学技術

の知識をイノベーションとアマゾン地域の持続的発展に転換することの重要性につ

いて語った。アマゾン地域でのイノベーション・プロセス上の課題は、科学技術と

伝統的な知識を相互作用させることにあり、それは「大きな挑戦だ」とした。その

上で「伝統的な知識を蔑ろにせず、包括的で持続可能な開発に決定的に貢献し、地

域の人々のために富を生み出す科学を構築する」と述べた。アマゾニア国立研究所

（INPA）、ゴエウディ博物館、マミラウアー研究所など、MCTI に関連する機関の

取組みについても言及。またアマゾン地方に関連する同省での動きとして、2022

年までにアマゾン地域の科学研究・技術開発を支援するプロジェクトに約 3 億

8,000 万レアルの投資を行うことを先週発表したことを挙げた。今回で第 4 回目と

なる同国際会議は、他国からの経験の吸収に加え、アマゾン地方の公的・私的教育

研究機関における産業財産、技術移転、起業、イノベーションの文化や実践、投資

家などに関するテーマについて、学生・経営者・起業家などの参加者を対象に育成

を行なうこと目的として実施されているもの。 

 

https://www.istoedinheiro.com.br/dupla-maiara-e-maraisa-perde-na-justica-o-direito-de-usar-o-nome-as-patroas/
https://www.istoedinheiro.com.br/dupla-maiara-e-maraisa-perde-na-justica-o-direito-de-usar-o-nome-as-patroas/
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/06/ministro-do-mcti-ressalta-papel-da-inovacao-para-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/noticias/2022/06/ministro-do-mcti-ressalta-papel-da-inovacao-para-desenvolvimento-sustentavel-da-amazonia
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日付 2022 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/comercio-de-produtos-piratas-trouxe-prejuizos-
bilionarios-em-2021-aponta-entidade-de-combate-a-pirataria/ 

タイトル 模倣品対策団体、模倣品取引が 2021 年に数十億レアルの損失をもたらすと発表 

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 6 月 15 日

（水）、2006 年に設立された非営利の市民団体であり、企業や生産部門の代表

者・政府・社会が団結して模倣品・違法行為に立ち向かうことを目的とする全国模

倣品・違法品対策フォーラム（FNCP）のエジソン・ルイス・ヴィズモーナ会長を招

聘した。同氏は、模倣品や違法品の販売による経済的損失に関するデータを議員に

提示。企業や経済団体から同フォーラムに寄せられた情報によると、2021 年にブ

ラジルで模倣品による損失を計上した 15 の生産部門（衣類、燃料、個人衛生用

品、香水・化粧品、アルコール飲料、農薬、ケーブルテレビ、タバコ、スポーツ用

品、眼鏡、デスクトップパソコン、ソフトウェア、携帯電話、視聴覚製品、輸入香

水、玩具）だけで、2,058 億レアルを計上したという。この金額をもとに、FNCP は

連邦と州・市自治体の公庫への損失も計算。その結果、947 億レアルという金額が

算出されたという。公庫が税金を徴収しなかったことによる損失と、各セクターが

指摘する違法市場の動きを加味すると、2021 年のブラジル全体での損失は、これ

ら 15 セクターだけで 3,005 億レアルに達するとした。その上で、「このような経

済的側面を鑑み、模倣品の需要と供給を評価する必要がある。供給側では、抑圧が

必要だ。都市や道路、国境などで供給を抑えなければならない。それにはシステム

として捉える視点が必要だ。これらの製品がどの港や国境から入ってきて、どの道

路をたどり、我々の住む街に到着するのかを把握し、供給を抑制しなければならな

い」と述べた。 

 

日付 2022 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-divulga-inpi-conecta-
todos-iniciativa-de-pre-atendimento-ao-usuario 

タイトル INPI、利用者への事前対応の取組みとなる「INPI Conecta Todos」を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 20 日午前 11 時より、本年 7 月から運用を開

始する産業財産サービス利用者の注意喚起・受付・仲介のための取組みである

「INPI Conecta Todos」を開始する。Agir INPI プログラムの一環として導入されるこ

の取組みは、サービス利用者への事前指導と個別指導を行なうもの。利用者はデス

クトップやモバイル端末からオンラインでアクセスし、一度に最大 15 分間の待ち

時間で、事前サービスを受けことができるようになる。このサービスには INPI のポ

ータルサイトからアクセスでき、毎週火曜日と木曜日の 10～12 時、14～16 時に、

オンブズマン事務局の職員らによるアクティブリスニングを提供する。市民の産業

財産へのアクセスを広げ、機会均等化の促進を目的とする。その一環として INPI で

は、新興企業、各地の起業家、中小企業、女性起業家、アフロブラジル人、伝統民

族など、産業財産権の分野では十分に代表されてこなかったグループによる活用を

推し進めていく。 

 

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/comercio-de-produtos-piratas-trouxe-prejuizos-bilionarios-em-2021-aponta-entidade-de-combate-a-pirataria/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/comercio-de-produtos-piratas-trouxe-prejuizos-bilionarios-em-2021-aponta-entidade-de-combate-a-pirataria/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-inpi-conecta-todos-iniciativa-de-pre-atendimento-ao-usuario
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-inpi-conecta-todos-iniciativa-de-pre-atendimento-ao-usuario
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日付 2022 年 6 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/plano-de-acao-2022-esta-
disponivel 

タイトル 「2022 年度活動計画」を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2022 年度活動計画をポータルサイトにて公開した。

戦略計画と年間予算に基づき、年間を通じての同庁の活動指針となるガイドライ

ン、目標、イニシアチブを定義するもの。今年度は 34 の業績目標と 30 の戦略的取

組みを定めている。 

 

日付 2022 年 6 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-participa-das-jornadas-
lusofonas-de-propriedade-industrial 

タイトル INPI、産業財産権に関するポルトガル語公用語国（ルゾフォニア）会議に参加 

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

23・24 日、ポルトガル産業財産庁が開催する第 1 回産業財産権に関するルゾフォ

ニア会議に参加した。ポルトガル語を公用語とする国々の産業財産庁の会合であ

り、その様子は YouTube でも配信される。本イベントは、ポルトガル産業財産庁が

ポルトガル語圏諸国共同体（CPLP）と共同で開催するもの。 

 

日付 2022 年 6 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/selecao-de-profissional-para-
acoes-do-euroclima-projeto-do-qual-inpi-faz-parte 

タイトル INPI が参加する Euroclima+プロジェクトの専門家を選定 

要約 ラテンアメリカ・カリブ海経済委員会（ECLAC）は、ブラジル産業財産庁（INPI）も

参加する Euroclima+プロジェクトにおいて、持続可能な農業、再生可能エネルギ

ー、廃棄物管理の分野におけるマッチング活動やビジネスラウンドの技術的なコー

ディネイトやオーガナイズを行なう専門家を選定する。募集しているのは、持続可

能な農業の分野における技術的なコーディネイトとマッチング活動並びにビジネス

ラウンドのオーガナイズ、再生可能エネルギー分野でのマッチング活動並びにビジ

ネスラウンドの技術的なコーディネイトとオーガナイズ、廃棄物管理分野における

技術的なコーディネイトとマッチング活動並びにビジネスラウンドのオーガナイズ

を担当する専門家の 3 枠。 

 

日付 2022 年 6 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 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/plano-de-acao-2022-esta-disponivel
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/plano-de-acao-2022-esta-disponivel
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-das-jornadas-lusofonas-de-propriedade-industrial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-das-jornadas-lusofonas-de-propriedade-industrial
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/selecao-de-profissional-para-acoes-do-euroclima-projeto-do-qual-inpi-faz-parte
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/selecao-de-profissional-para-acoes-do-euroclima-projeto-do-qual-inpi-faz-parte
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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 2,685 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,685 号の通告セクションでは、ブラジル産業財産庁

（INPI）に提出された出願特許に含まれる記述を補完するための配列リストの提示

手順及び配列リストにおける塩基配列とアミノ酸配列の表示に関する規則について

規定する 2022 年 6 月 20 日付 INPI 省令第 48 号の公示、技術審査段階での補完調査

の実施可能性に関する保全命令第 5051373-49.2019.4.02.5101/RJ 号の決定を受けて

2019 年 3 月 7 日付 INPI/PR 決議第 241 号が 2021 年 12 月 14 日付 INPI/PR 省令第 52

号に置き換えられたことにより、予備要求の準備（手続き 6.21）及び予備要求後の

特許申請の一次審査に関する手順の改訂が実施されたことに伴う、2021 年付 INPI

省令第 10 号に置き換わる新たな 2022 年 6 月 7 日付 INPI/DIPRA 省令第 1～3 号の公

示とそれらの位置づけに関する説明、遺伝子組換え植物に関連する発明、特にエリ

ートイベントの特許性の審査において、審査官が従うべきガイドラインを定義する

ことを目的とした 2022 年付 CPAPD テクニカルノート第 1 号のパブリックコメント

の募集、世界知的所有権機関（WIPO）の定める生物学的塩基配列リストの提示基

準が WIPO Standard ST.25 (TXT) から Standard ST.26 (XML) に変更され、2022 年 7 月 1

日から発効する旨、却下された申請手数料の払戻し申請プロセスに関する公示がな

された。 

 

日付 2022 年 6 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/21/operacao-contra-pirataria-
prende-10-pessoas-por-venda-ilegal-de-conteudo-audiovisual-musicas-e-jogos.ghtml 

タイトル デジタル海賊版撲滅作戦で 10 人を逮捕、700 以上の違法ストリーミングサイトと

アプリを遮断 

 

日付 2022 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/inpi-divulga-estudo-sobre-
patentes-relacionadas-a-agricultura-sustentavel 

タイトル INPI、持続可能な農業に関連する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 6 月 23 日、技術レーダー誌シリーズの最新版となる

「ブラジルにて出願された持続的農業関連技術の特許化に関する分析」を発表し

た。国内で開発もしくは出願された技術ソリューションの需要と供給を特定するこ

とを目的として、出願された特許の概要を紹介するもの。特許文献の分析から

2011～2021 年までの世界における出願件数の推移を見ると、1 位は中国、2 位は米

国と韓国で、ブラジルは 9 位であった。持続可能な農業に適用される技術の世界特

許出願数トップ 15 は、ほとんどが中国と北米の企業・機関で占められている。本

研究のために開発された検索方法に基づくと、分析対象となった期間において、持

続可能な農業に関連する技術は INPI に対して年間約 300 件出願され、そのうち国内

居住者による出願は年間約 70 件程度であった。ブラジルにおける最大の出願者は

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/21/operacao-contra-pirataria-prende-10-pessoas-por-venda-ilegal-de-conteudo-audiovisual-musicas-e-jogos.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2022/06/21/operacao-contra-pirataria-prende-10-pessoas-por-venda-ilegal-de-conteudo-audiovisual-musicas-e-jogos.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-relacionadas-a-agricultura-sustentavel
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-patentes-relacionadas-a-agricultura-sustentavel
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BASF 社（世界第 3 位）で、次いで Bayer 社、Dow Agrosciences 社となっており、ブ

ラジル農牧畜研究公社（Embrapa）は 11 位であった。 

 

日付 2022 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 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 2,686 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,686 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

日付 2022 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 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/891574-aprovada-urgencia-para-adesao-do-brasil-ao-
registro-internacional-de-desenhos-industriais/ 

タイトル 意匠の国際登録制度へのブラジルの加盟に関する緊急審議の要請を承認 

要約 連邦下院議会は 6 月 28 日（火）、「意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネ

ーブ改正協定」へのブラジルの加盟に関する緊急審議の要請を承認した。これによ

って、協定文は常設の各委員会を経ることなく、直接本会議で検討することができ

るようになる。ブラジル法とこれまでに批准した条約に基づく意匠の保護は現在、

ブラジル国内のみに限定されている。ジュネーブ改正協定への批准によって、一度

の国際出願で、米国・日本・英国を含む 92 カ国でその意匠を保護することができ

るようになる。国外で制作され、世界知的所有権機関（WIPO）の国際事務局に登

録された意匠についてもブラジル市場で保護を受けることができるようになり、ブ

ラジルの加盟によって、デザインやイノベーションに特化したセクターでの取引コ

ストが削減されることが期待されている。政府は行政書簡（MSC）の中で、この提

案が主要貿易相手国との共通の法的基盤を拡大し、貿易協定の交渉と締結を促進す

るだろうと説明する。2019 年にブラジル企業が海外で登録した意匠は、4,702 件に

のぼる。 

 

日付 2022 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 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/vice-presidente-da-cpi-da-pirataria-faz-balanco-
positivo-do-semestre/ 

タイトル 模倣品行為に関する議員調査委員会にて、副議長が上半期の活動をプラスに評価 

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、7 月の市議会休

会前の 6 月 29 日（水）、上半期最後となる会合を開催した。CPI の副議長であるア

ディルソン・アマデウ議員（União 党選出）は、これに際して今年前半の委員会の

活動の総評を行なった。同議員は、模倣品の販売が疑われる場所にて 6 回の調査を

行なったことを強調。「例えば、最後に訪れたブラース地区のバラォン・デ・ラダ

ーリオ通りの Shopping Tupã では、15 分間で 2,100 以上の疑わしき店舗を閉鎖し

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.camara.leg.br/noticias/891574-aprovada-urgencia-para-adesao-do-brasil-ao-registro-internacional-de-desenhos-industriais/
https://www.camara.leg.br/noticias/891574-aprovada-urgencia-para-adesao-do-brasil-ao-registro-internacional-de-desenhos-industriais/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/vice-presidente-da-cpi-da-pirataria-faz-balanco-positivo-do-semestre/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/vice-presidente-da-cpi-da-pirataria-faz-balanco-positivo-do-semestre/
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た。徐々にではあるが、我々は疑わしい起源を持つ製品を販売しているこうした場

所を特定してきている」と語った。この他にも、同委員会はこの期間中に 18 回の

会合を開き、政府の代表者、実業家、貿易業者、専門家など 25 人を委員会に招い

て証言を得たとした。こうした活動の一方で、同市内での模倣品行為に対抗するた

めには、担当機関の協力的かつ継続的な活動が必要であると指摘。「模倣品対策に

は、連邦警察、市財務局、市民警察、軍警察など、全ての組織が一丸となって高い

頻度で行動することが必要だ」とした。下半期については、サンパウロ市の模倣品

対策に貢献できる関係者を巻き込んで、CPI の活動を強化すること確約。「来期に

は中国領事と会合を持ち、我々の調査に同行してもらい、中国製模倣品の問題につ

いて話をする予定だ。また、リカルド・ヌネス市長や商工会議所の会頭とも会談の

機会を持ち、これら全てを最終報告書に盛り込む予定である」と語った。 

 

日付 2022 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/ajustes-nas-acoes-e-canais-
de-comunicacao-do-inpi-no-periodo-eleitoral 

タイトル 選挙期間中の INPI の広報チャネルと活動における対応について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、現行の選挙法の制限に準拠し、「クローズ期間」

とされる 7 月 2 日から選挙終了までの期間において、広報活動やチャネルでそれに

則した対応を行なう。7 月 1 日以降、同庁では SNS のプロフィール（Facebook、

Instagram、Linkedin、Twitter、YouTube）を停止し、Instagram と Facebook には一時

的に使用する別のプロフィールを作成する。選挙法上の制限として、これら SNS へ

の投稿へのコメント入力は不可となる。ポータルサイトとイントラネットでは、過

去に投稿されたニュースは閲覧不能となる。「クローズ期間」中のニュースや投稿

は、公共サービスの提供に関連する、市民にとってより直接的な内容が中心とな

る。選挙期間終了後には、SNS プロフィールの更新やニュースの掲載が再開され

る。 

 

日付 2022 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/inpi-atinge-limite-de-
requerimentos-de-pph-na-secao-h-para-2022 

タイトル INPI、2022 年度の PPH 事業で H セクションの申請件数の上限に到達 

要約 2022 年付 INPI/PR 省令第 13 号に規定される国際特許分類（IPC）の H セクションに

分類される特許出願について、2022 年の特許審査ハイウェイ（PPH）申請の上限で

ある 150 件に到達した。そのため、この分類の新規申請は今後全て拒絶される。当

年度が終了する 2022 年 12 月 31 日を過ぎた後には、この分類の PPH 申請を新規に

行なうことが可能となる。なお、IPC の他のセクションに分類される特許出願につ

いては PPH 申請が引き続き可能となっている。 

 

日付 2022 年 6 月 30 日 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/ajustes-nas-acoes-e-canais-de-comunicacao-do-inpi-no-periodo-eleitoral
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/ajustes-nas-acoes-e-canais-de-comunicacao-do-inpi-no-periodo-eleitoral
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-atinge-limite-de-requerimentos-de-pph-na-secao-h-para-2022
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-atinge-limite-de-requerimentos-de-pph-na-secao-h-para-2022
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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 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/alterado-padrao-de-
apresentacao-da-listagem-de-sequencias-biologicas 

タイトル 生物学的配列リストの提出基準を変更 

要約 2022 年 7 月 1 日より、世界知的所有権機関（WIPO）が定める生物学的配列リスト

の提出基準の変更が発効し、WIPO Standard ST.25 (TXT) から Standard ST.26 (XML) に

変更となる。新しいフォーマットについては、ブラジル産業財産庁（INPI）ポータ

ルサイト内の生物学的塩基配列のリストアップのページで詳説している。 

 

日付 2022 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2022/06/6433762-operacao-apreende-cerca-de-rs-3-
milhoes-em-produtos-eletronicos-piratas-no-centro-do-rio.html 

タイトル リオデジャネイロ市中心部にて展開された捜査にて、約 300 万レアル相当の模倣品

電子製品を押収 

 

 

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。 
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