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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.76（2023 年 2 月分） 

2023年 3月 6日発行 

日付 2023 年 2 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/consorcio-circuito-das-compras-fala-sobre-divida-
com-a-prefeitura-em-reuniao-da-cpi-da-pirataria/ 

タイトル Circuito das Compras コンソーシアム、海賊版行為に関する議員調査委員会の会合で

市役所への負債について説明 

要約 サンパウロ市議会の海賊版行為に関する議員調査委員会（CPI）は 2 月 1 日、サン

パウロ中心部のブラース地区にある商業施設を運営する Circuito das Compras コンソ

ーシアムの代表者からの聴取を再開した。同委員会の議長を務めるカミーロ・クリ

ストーファロ議員（AVANTE 党）は、1 月最終週に実施された捜査活動について紹

介。「1 月 30 日の捜査では、海賊版や模倣品を 300 袋分回収し、中には閉店した

店舗もあったが、翌日に改めて現場に戻り、全て押収した。そこで何が売られてい

るのか、あなた方運営側が知らないはずはない」と指摘した。同コンソーシアムの

責任者であるダニエル・ガランテ氏は、ショッピングモール内の海賊版製品の存在

について「我々はこの CPI の活動に賛同している。我々の目標は海賊版を排除する

ことだ。我々は、手工芸品の生産を行なっている生産者が施設の屋内で販売できる

ようにしたいと考えており、それこそがコンセッションの目的の 1 つである路上の

行商人を排除することにもつながる。我々が困っているのは、路上で売られている

より安価な商品の存在である。そのような商文化は確かに存在する。市役所と協力

して違法な商業施設を検査する必要がある」と答えた。

日付 2023 年 2 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/evento-em-recife-discute-
registro-de-software 

タイトル レシフェで開催されたイベントにて、ブラジルと米国のソフトウェア保護について

協議

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、米国特許商標庁（USPTO）、ペルナンブコ連邦大学

（UFPE）は 2 月 10 日、対面式イベントとしての「デジタル発明の保護：ブラジル

と米国におけるコンピュータプログラム保護とソフトウェア登録に関するディスカ

ッション」を開催する。同イベントは、学術界とシステム開発者が、ブラジルと米

https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/consorcio-circuito-das-compras-fala-sobre-divida-com-a-prefeitura-em-reuniao-da-cpi-da-pirataria/
https://www.saopaulo.sp.leg.br/blog/consorcio-circuito-das-compras-fala-sobre-divida-com-a-prefeitura-em-reuniao-da-cpi-da-pirataria/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-em-recife-discute-registro-de-software
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-em-recife-discute-registro-de-software
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国における経験からソフトウェアの保護について協議を行なう。参加無料。レシフ

ェ市内の UFPE のコンピューターセンターで開催される。 

 

日付 2023 年 2 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-divulga-radar-
tecnologico-sobre-fertilizantes 

タイトル INPI、肥料をテーマとした技術レーダー誌の最新号を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2023 年 1 月に 2021 年付政令第 10,605 号により設

置された省庁間作業部会が策定した国家肥料計画（PNF）のもと、ブラジルにおけ

る肥料の生産と流通の競争力を持続的に高めるための政策強化を目的とした肥料に

関する技術レーダー誌を公表した。PNF の活動計画は、国際的ベンチマークとブラ

ジルの生産チェーンの分析の 2 段階に分かれており、さらに窒素、リン、カリウ

ム、新興チェーン、科学技術とイノベーション、環境持続性の 6 つの活動内容に即

したテーマに分けられている。INPI はこのうち、肥料生産チェーン、特に窒素、リ

ン、カリウム（NPK）の生産チェーンに関する技術特許情報の調査を担当した。

174,000 件の肥料関連の特許文書をサンプルとして、NPK 肥料について 2 種類の分

析を行った。すなわち、1）国際ベンチマークにおける目的を達成するための世界

レベルでの特許出願の評価、2）国内の分析を支援するためのブラジル居住者及び

非居住者によるブラジルでの特許出願の分析が行なわれた。このうち国内の分析で

は、ブラジルで出願された特許を調査することで、ブラジル市場への関心や、ブラ

ジルでの活用が期待される技術が示されている。また、出願者を調査することによ

り、国内市場に関心を示す組織や保護を求める発明を特定することも可能ともなっ

ている。さらに、ブラジル国内で開発中の技術のプロファイルや、この分野でイノ

ベーションを生み出すスキルを持つ人物を特定することを目的として、ブラジル人

による特許出願の分析も行なわれた。同誌ではさらに、グリーンアンモニアやブル

ーアンモニアの製造技術の概要も紹介している。 

 

日付 2023 年 2 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-divulga-relatorio-sobre-
recursos-e-nulidades-de-patentes-no-periodo-2012-2021 

タイトル INPI、2012～2021 年の特許不服審判と無効審判に関する報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2 月 2 日、2012～2021 年にかけての特許不服審判

と無効審判に関する報告書の第 2 版を公表した。行政無効審判・訴訟総合コーディ

ネート部（CGREC）が作成したこの報告書では、それぞれの審理が終了しているか

どうか、第二審での決定がどのようなものであったかの評価が可能。 

 

日付 2023 年 2 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 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-radar-tecnologico-sobre-fertilizantes
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-radar-tecnologico-sobre-fertilizantes
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-sobre-recursos-e-nulidades-de-patentes-no-periodo-2012-2021
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-divulga-relatorio-sobre-recursos-e-nulidades-de-patentes-no-periodo-2012-2021
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出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/perrone/2023/02/03/a-guerra-em-sp-
por-tras-da-escolha-entre-camisa-de-time-oficial-e-pirata.htm 

タイトル サッカークラブが海賊版に宣戦布告、スパイを用いて模倣品に対抗 

 

日付 2023 年 2 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 サンパウロ州司法裁判所 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=88692 

タイトル ラジオ番組の無断複製における知的財産権侵害及び不正競争行為を確認 

要約 サンパウロ州司法裁判所（TJSP）は、ラジオ放送局が作成したコンテンツを別のラ

ジオ局が無許可で複製するのを差し止めるよう決定していたサンパウロ大都市圏第

2 企業・仲裁裁判所の判決を支持した。また、被告は原告の商号を使用しないこと

や、精神的損害については 3 万レアル（およそ 76 万円、1 レアル＝25.42 円）、財

産的損害については未確定であるが賠償金の支払いも命じられた。本件は、コンテ

ンツを制作したラジオ局が、自社で作成したコンテンツのインターネット上で転載

の差し止めを求める訴訟を起こしていたもの。同局はその主張を証明するため、公

証人の議事録を提出していた。控訴審で報告者を務めたニシ・アズマ控訴審判事

は、自身の投票にて、知的財産権侵害と不正競争行為があったことを再確認。同判

事によると、公証人は原告の弁護士の事務所に赴き、そこでストリーミングライブ

ラジオのサイトにアクセスし、コンピュータから発せられる全ての音を書き写して

おり、その内容からも「原告であるラジオ局のものと同一のコンテンツの再送信で

ある」とした。 

 

日付 2023 年 2 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/secretario-executivo-do-
mdic-se-reune-com-diretoria-do-inpi 

タイトル 開発商工サービス省執行局長、INPI 幹部らと会談 

要約 開発商工サービス省（MDIC）のマルシオ・エリアス・ホーザ執行局長が 2 月 6

日、ブラジル産業財産庁（INPI）を訪問し、同庁の活動や計画について説明を受け

た。この会合には、ジュリオ・セーザル・モレイラ INPI 長官代行と、同庁の幹部ら

が参加。そこでは 2026 年までの目標と、それを達成するためのステップが示さ

れ、産業財産の保護要請に対する対応時間の短縮はその中でも最優先事項とされ

た。モレイラ氏は、ブラジルのイノベーションを奨励し、経済と社会の発展に貢献

する INPI の重要性を強調した。一方で同氏は、工業活動の再活性化は政府の優先事

項の 1 つであるとし、その意味でも、INPI の運営改善の取組みは省内でも重要視さ

れているとした。また、審査品質の管理、高等教育部門における知的財産教育の導

入、司法における知的財産専門裁判所の活動重視、情報技術インフラの改善など、

複数の取組みについても紹介された。 

 

日付 2023 年 2 月 7 日 

https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/perrone/2023/02/03/a-guerra-em-sp-por-tras-da-escolha-entre-camisa-de-time-oficial-e-pirata.htm
https://www.uol.com.br/esporte/futebol/colunas/perrone/2023/02/03/a-guerra-em-sp-por-tras-da-escolha-entre-camisa-de-time-oficial-e-pirata.htm
https://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=88692
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/secretario-executivo-do-mdic-se-reune-com-diretoria-do-inpi
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/secretario-executivo-do-mdic-se-reune-com-diretoria-do-inpi
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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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,718 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,718 号の通告セクションへの公示はなし。 

 

日付 2023 年 2 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 サイト EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-02/anatel-ordena-bloqueio-de-5-
milhoes-de-aparelhos-piratas-de-tv-cabo 

タイトル Anatel、海賊版ケーブルテレビ装置 500 万台分のアクセス遮断を命令 

 

日付 2023 年 2 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/02/09/em-acao-contra-pirataria-anatel-
retira-de-circulacao-mais-de-14-milhao-de-tv-box-ilegais.ghtml 

タイトル Anatel、海賊版行為対策として 140 万台以上の「Gatonet」デバイスを流通から撤去 

 

日付 2023 年 2 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/expediente-na-sede-do-inpi-
sera-suspenso-de-17-a-22-02 

タイトル INPI 本部、2 月 17～22 日を休業日に 

要約 2023 年のカーニバルがリオデジャネイロ市にて計画され、路上カーニバルグルー

プの通過に伴う公道の通行止め等が予定されていることなどから、ブラジル産業財

産庁（INPI）の職員、スタッフ、サービス利用者及び公共財の安全面を考慮し、同

市条例の規定に従い、2 月 17～22 日まで、同庁本部の営業を取りやめる。また、

同庁の地域支部では連邦・州・市のそれぞれの法律で定められた勤務時間に従い休

業する。2 月 22 日のいわゆる「灰の水曜日」は、安全上の理由から、全ての支部

で（注：午前半休ではなく）終日休業する。 

 

日付 2023 年 2 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-adota-12a-edicao-da-
classificacao-internacional-de-produtos-e-servicos-de-nice-para-pedidos-de-marcas 

http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-02/anatel-ordena-bloqueio-de-5-milhoes-de-aparelhos-piratas-de-tv-cabo
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2023-02/anatel-ordena-bloqueio-de-5-milhoes-de-aparelhos-piratas-de-tv-cabo
https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/02/09/em-acao-contra-pirataria-anatel-retira-de-circulacao-mais-de-14-milhao-de-tv-box-ilegais.ghtml
https://g1.globo.com/economia/noticia/2023/02/09/em-acao-contra-pirataria-anatel-retira-de-circulacao-mais-de-14-milhao-de-tv-box-ilegais.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/expediente-na-sede-do-inpi-sera-suspenso-de-17-a-22-02
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/expediente-na-sede-do-inpi-sera-suspenso-de-17-a-22-02
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-adota-12a-edicao-da-classificacao-internacional-de-produtos-e-servicos-de-nice-para-pedidos-de-marcas
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-adota-12a-edicao-da-classificacao-internacional-de-produtos-e-servicos-de-nice-para-pedidos-de-marcas
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タイトル INPI、商標出願において国際ニース分類の第 12 版を採用 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、ニース国際商品・サービス分類第 12 版

（NCL(12)）の採用に際して必要としていたシステム改修を完了した。これにより、

同分類の新版が 2023 年 2 月 15 日より発効となる。利用者は同日から、NCL(12)に

準拠したサービスとしての「商標登録出願（区分特定に関する事前承認済みの場

合）」（コード 389）及び「商標登録出願（区分を自由記入する場合）」（コード

394）の電子フォームを利用できるようになる。同分類やその版数に関する情報

は、INPI ポータルサイト内の商品・サービス分類のページで参照可能。なお、商標

登録出願にかかる商品・サービスの分類が妥当であるかの確認にあたっては、「商

品・サービス分類委員会への相談」（コード 357）のサービスを利用して相談を行

なうこともできる。 

 

日付 2023 年 2 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/inscricoes-abertas-ate-20-02-
para-curso-sobre-pi-e-clima 

タイトル 知的財産と気候をテーマとした講習会の受講申込を 2 月 20 日まで受付け 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）サマースクールの募集が、2023 年 2 月 20 日まで行わ

れている。このオンライン研修は、ポルトガル語圏の国々を対象として特別に企画

されたもので、知的財産と気候に焦点を当てている。2023 年 3 月 20～31 日まで開

催されるこの講習会では、バイオエコノミー、エコ・イノベーション、気候変動に

対する適応・緩和技術の移転、グリーン特許、循環経済、WIPO グリーンといった

テーマが扱われる予定。イノベーション管理者・起業家・学者・学生を対象とし

て、経済・社会・文化・技術分野における持続可能な開発のためのツールとしての

知的財産をより深く理解する機会を提供することを目的としたもの。 

 

日付 2023 年 2 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/splash/colunas/guilherme-ravache/2023/02/13/bloqueio-de-
sites-e-apps-piratas-e-o-proximo-passo-no-combate-a-gatonet.htm 

タイトル 「Gatoflix」の終焉：海賊版サイトやアプリのアクセス遮断が間もなく開始 

 

日付 2023 年 2 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 2,719 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,719 号には、承認された申請料の払戻しプロセス、承認さ

れなかった申請料の払戻しプロセス、ニース国際商品・サービス分類（NCL）第 12

版の適用に必要なブラジル産業財産庁（INPI）のシステムの変更の完了ならびに 2

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-ate-20-02-para-curso-sobre-pi-e-clima
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-ate-20-02-para-curso-sobre-pi-e-clima
https://www.uol.com.br/splash/colunas/guilherme-ravache/2023/02/13/bloqueio-de-sites-e-apps-piratas-e-o-proximo-passo-no-combate-a-gatonet.htm
https://www.uol.com.br/splash/colunas/guilherme-ravache/2023/02/13/bloqueio-de-sites-e-apps-piratas-e-o-proximo-passo-no-combate-a-gatonet.htm
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
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月 15 日からの同分類の発効について、及びリオデジャネイロ市の INPI 本部と各地

方支部のカーニバル期間中の休業に関して公示された。 

 

日付 2023 年 2 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2023/02/14/policia-civil-faz-operacao-contra-
pirataria-em-arapiraca-alvo-e-um-estudante-universitario.ghtml 

タイトル 文民警察、アラゴアス州アラピラカ市である大学生を標的とした海賊版対策捜査を

展開 

 

日付 2023 年 2 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 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-sobre-uso-da-pi-em-negocios-de-base-tradicional-1 

タイトル 伝統的ビジネスにおける知的財産の活用に関する講習会の受講申込の受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデミーが推進

する 2023 年度第 1 回となる講習会「伝統的ビジネスにおける知的財産の活用」の

受講申込受付が開始された。2023 年 3 月 3～17 日の間に開催されるこの講習会

は、零細・中小企業で働く専門家を対象とした、無料のオンライン自己学習型の講

習となる。12 時間のカリキュラムからなり、所定の活動を完了し、最終試験で一

定以上の点数を取得した受講生には修了証が授与される。 

 

日付 2023 年 2 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/academia-do-inpi-oferece-
curso-de-pi-para-negocios-tecnologicos 

タイトル INPI アカデミー、テクノロジー企業向けの知的財産講習を提供 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーションアカデミーは、3 月 1～30

日に実施される講習「テクノロジー系ビジネスにおける知的財産の活用

（UPITEC）」の受講申込受付を開始した。この講習は 20 時間のカリキュラムから

なり、受講無料。オンラインによる自己学習型で、所定の活動を完了し、最終試験

で必要点を得た受講生には修了証が授与される。 

 

日付 2023 年 2 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-participa-de-plano-de-

https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2023/02/14/policia-civil-faz-operacao-contra-pirataria-em-arapiraca-alvo-e-um-estudante-universitario.ghtml
https://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2023/02/14/policia-civil-faz-operacao-contra-pirataria-em-arapiraca-alvo-e-um-estudante-universitario.ghtml
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-sobre-uso-da-pi-em-negocios-de-base-tradicional-1
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inscricoes-abertas-para-curso-sobre-uso-da-pi-em-negocios-de-base-tradicional-1
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/academia-do-inpi-oferece-curso-de-pi-para-negocios-tecnologicos
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/academia-do-inpi-oferece-curso-de-pi-para-negocios-tecnologicos
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-plano-de-execucao-de-estrategia-industrial-com-o-mdic
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execucao-de-estrategia-industrial-com-o-mdic 

タイトル INPI、開発商工サービス省との産業戦略実行計画の策定会議に参画 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、2 月 15・16 日の両日、開発商工サービス省

（MDIC）の代表者らと共に、グリーン・テクノロジー産業戦略（EIVTEC）の実行計

画の策定会議に参加した。この会合は、国の再工業化のための戦略計画として機能

する、協力的・参加的手法で策定された産業政策の提案を精緻化することを目的と

したもの。INPI は、ビジネス環境の改善、イノベーションと生産性向上という 2 つ

の大きな軸に挿入されている。望ましい将来シナリオの予測も行なわれ、2033 年

までの活動計画が立案された。 

 

日付 2023 年 2 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 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2023-fev-16/stj-reconhece-ma-fe-empresario-disputa-marca-
estrangeira 

タイトル 司法高等裁判所第 3 法廷、海外商標をめぐる係争で実業家の悪意を認める 

 

日付 2023 年 2 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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,720 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,720 号への公示はなし。 

 

日付 2023 年 2 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/conheca-o-glossario-de-
verbetes-e-o-painel-interativo-do-sistema-de-propriedade-intelectual 

タイトル 知的財産制度インタラクティブ・ダッシュボードと用語集のご利用を 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、市民が知的財産の世界をよりよく理解するための

ツールとして、「知的財産用語集」と「知的財産制度インタラクティブ・ダッシュ

ボード」の 2 つを公開した。この取組みは、知的財産国家戦略（ENPI）に定められ

たアクション 2.C.4.6 に基づくもので、「専門外の利用者がテクニカルサービスを

適切に活用するために必要な最低限の能力を得られるよう、平易な言葉を用いたガ

イドラインを作成する」ことを目的としたもの。用語集は、知的財産の世界に共通

する言葉や表現を集め、簡単な言葉で説明している。この用語集の作成には、INPI

のデジタル・イノベーション・タスクフォースのメンバーが直接協力した。またイ

ンタラクティブ・ダッシュボードは、人による創造物を保護するための様々なツー

ルについて、その説明や、それら知的財産権をどこで市民が取得することができる

かとともに紹介している。この手法は、PROSUR の知的財産エクスプローラ（運営

情報・知的財産に関する協力フォーラム）にて着想を得たものとなっている。 

https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-plano-de-execucao-de-estrategia-industrial-com-o-mdic
https://www.conjur.com.br/2023-fev-16/stj-reconhece-ma-fe-empresario-disputa-marca-estrangeira
https://www.conjur.com.br/2023-fev-16/stj-reconhece-ma-fe-empresario-disputa-marca-estrangeira
http://revistas.inpi.gov.br/rpi/
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/conheca-o-glossario-de-verbetes-e-o-painel-interativo-do-sistema-de-propriedade-intelectual
https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/conheca-o-glossario-de-verbetes-e-o-painel-interativo-do-sistema-de-propriedade-intelectual
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日付 2023 年 2 月 22 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/02/fibrose-cistica-associacoes-de-
pais-de-criancas-com-a-doenca-pedem-quebra-de-patente-de-drogas-de-ate-800-mil-
reais.ghtml 

タイトル 嚢胞性線維症を抱える子供の親の会、最大 80 万レアルもの治療薬の特許無効化を

要望 

 

日付 2023 年 2 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2023/02/23/operacao-contra-pirataria-
apreende-3-toneladas-de-itens-falsificados-no-recife-material-e-avaliado-em-r-2-
milhoes.ghtml 

タイトル 海賊版撲滅作戦により、レシフェ市にて 200 万レアル相当の 3 トンの模倣品を押収 

 

日付 2023 年 2 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 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/2023/02/24/cct-vai-analisar-silencio-
positivo-e-tributacao-de-pesquisa-em-nanotecnologia 

タイトル 科学技術委員会にて、「ポジティブサイレンス」及びナノテクノロジー研究の税制

を分析 

要約 上院議会の科学技術イノベーション・情報通信委員会（CCT）は、2023～2024 年に

新しい委員長と副委員長を選出する上院の常設テーマ別委員会の 1 つである。同委

員会は、科学的発展、技術革新、通信、その他関連する事項を扱う全法案の審議を

行なうほか、科学技術開発分野の国家政策や、国際協力・技術イノベーション協

定、知的財産権問題、あらゆる内容の原子力活動について議論を行なう場である。

CCT はまた、国内全域の放送サービスの認可を承認する役割も担っている。同委員

会の活動報告によると、2022 年には 108 の立法令法案が承認され、そのほとんど

がコミュニティラジオの運営認可を扱ったものであった。また、11 の法案が承認

された。また、業界専門家らと「全国データ保護の日」について議論した公聴会な

ど、17 の審議会と 5 度の公聴会が開催された。 CCT で投票が待たれている案件に

は、例えば、60 日以内に自治体の表明がない場合に法的条件に従って通信ネット

ワークアンテナの設置を許可する 2019 年付法案第 3269 号（いわゆる「ポジティブ

サイレンス」を扱うもの）や、ナノテクノロジー研究開発企業を簡易税制 Simples 

Nacional に含める 2019 年付議員立法法案第 23 号などがある。 

 

日付 2023 年 2 月 28 日 

https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/02/fibrose-cistica-associacoes-de-pais-de-criancas-com-a-doenca-pedem-quebra-de-patente-de-drogas-de-ate-800-mil-reais.ghtml
https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/02/fibrose-cistica-associacoes-de-pais-de-criancas-com-a-doenca-pedem-quebra-de-patente-de-drogas-de-ate-800-mil-reais.ghtml
https://oglobo.globo.com/saude/medicina/noticia/2023/02/fibrose-cistica-associacoes-de-pais-de-criancas-com-a-doenca-pedem-quebra-de-patente-de-drogas-de-ate-800-mil-reais.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2023/02/23/operacao-contra-pirataria-apreende-3-toneladas-de-itens-falsificados-no-recife-material-e-avaliado-em-r-2-milhoes.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2023/02/23/operacao-contra-pirataria-apreende-3-toneladas-de-itens-falsificados-no-recife-material-e-avaliado-em-r-2-milhoes.ghtml
https://g1.globo.com/pe/pernambuco/noticia/2023/02/23/operacao-contra-pirataria-apreende-3-toneladas-de-itens-falsificados-no-recife-material-e-avaliado-em-r-2-milhoes.ghtml
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/02/24/cct-vai-analisar-silencio-positivo-e-tributacao-de-pesquisa-em-nanotecnologia
https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2023/02/24/cct-vai-analisar-silencio-positivo-e-tributacao-de-pesquisa-em-nanotecnologia
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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 http://revistas.inpi.gov.br/rpi/ 

タイトル 産業財産官報第 2,721 号通告セクションの要旨 

要約 産業財産官報（RPI）第 2,721 号には、ブラジル産業財産庁（INPI）監査部によるあ

る契約企業に求められている説明責任に関する行政手続きとしての督促令状、及び

ペルナンブッコ州レシフェ市及びセルジッペ州アラカジュ市の地域普及課（EDIR-

PE, SEDIR-SE）の休業日に関する公示が行なわれた。 

 

 

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。 

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

