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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.39（2020 年 1 月分） 

2020 年 2 月 7 日発行 

日付 2020 年 1 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://www.inpi.gov.br/noticias/brasil-e-dinamarca-avancam-em-projeto-bilateral-de-
inovacao 

タイトル イノベーション分野のブラジル・デンマークの 2 国間事業で進展 

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 1月 10 日、ニコライ・プリ

ッツ在ブラジル・デンマーク大使並びにデンマーク・イノベーションセンターの担当者らとの会談に臨

み、2 国間のイノベーション・ネットワークの構築へ向けた戦略活動についての協議を行なった。この

協力事業は今年 3 月に開始予定とされ、今後 3 年間実施される見通し。アグロビジネス、医

療、持続可能エネルギー分野を優先分野として定めている。フルタード長官は席上、ブラジルのイ

ノベーション・システムにおける本協定の重要性を説明した。INPI は 2019 年 10 月 7 日、研究・

イノベーション・製品開発における共同活動を通じた産業財産分野のイノベーションにおける 2 国

間協力に関する覚書をデンマークと締結している。 

 

日付 2020 年 1 月 11 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2020/01/dono-de-patente-e-alvo-de-
cobranca-falsa.shtml 

タイトル 特許保有者が請求詐欺の標的に 
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日付 2020 年 1 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://esportes.estadao.com.br/noticias/futebol,conmebol-aposta-em-alta-tecnologia-
para-combater-pirataria-em-transmissoes,70003154251 

タイトル 南米サッカー連盟、中継放送の海賊版行為の撲滅に高度な技術の活用を検討 

 

日付 2020 年 1 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/01/13/mudanca-em-instituto-de-patentes-
preocupa-entidades.ghtml 

タイトル 特許庁の統廃合に民間団体が懸念示す 

 

日付 2020 年 1 月 14 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 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://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-abre-inscricoes-para-curso-dl-101 

タイトル INPI、遠隔講習 DL 101 の受講申込の受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、2020 年第 1 回となる産業財産総合遠隔講習（DL 101P 

BR）の受講申込を 1 月 30 日まで受け付けている。世界知的所有権機関（WIPO）と共催で

実施する本講習は、2 月 4 日～4 月 3 日まで開講され、ブラジルの法令に即した産業財産の

様々なテーマに関する総合的な知識の獲得を目的としたもの。受講は無料で、完全遠隔方式

の 75 時間のカリキュラムからなる。 

 

日付 2020 年 1 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-instituto-chines-cnipa-estudam-acoes-em-pi-e-
inovacao 

タイトル INPI、中国産業財産庁と産業財産及びイノベーション分野の共同活動を検討 

http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-instituto-chines-cnipa-estudam-acoes-em-pi-e-inovacao
http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-instituto-chines-cnipa-estudam-acoes-em-pi-e-inovacao
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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 1 月 15 日、産業財産

及びイノベーション分野での協力に関する提案について協議するため、中国代表団の訪問を受け

た。中国国家知識産権局（CNIPA）の甘紹寧副局長は、中国の実業家はブラジルでのビジネス

に大いに関心を寄せており、ブラジルは中国の対外投資先国として 5番目の規模を誇ると説明。その

うえで、現在検討中の特許分野の協定に加え、商標・意匠・地理的表示分野でのパートナーシップを

将来的に締結する可能性に言及した。これに対し INPI 長官は、他国の産業財産庁とも実施してき

ている経験交流は、ブラジルのビジネス環境改善というニーズに応えていく上では必要不可欠であると

語った。 

 

日付 2020 年 1 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2020-01/programa-nacional-de-
seguranca-nas-fronteiras-comeca-ser-implantado-no-tocantins 

タイトル 国家国境保安プログラムがトカンチンス州内で導入開始される 

 

日付 2020 年 1 月 18 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2020/01/fuja-de-modismos-e-polemicas-na-hora-
de-batizar-seu-negocio.shtml 

タイトル 企業名の決定の際には熟語と係争から逃れよう 

 

日付 2020 年 1 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 パラナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=105370 

タイトル カパネーマ市の糖蜜が地理的表示の称号を獲得 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は昨年 12 月、パラナ州南西部のカパネーマ市で生産される糖蜜

に対し、地理的表示の付与を行なった。今後、この地域の糖蜜は市場でも唯一となる「カパネー

マ」ラベルを伴って出荷されることとなる。原産地表示が付与されたことで、同市産の糖蜜の価値

が向上し、ブラジル国内だけでなく海外での販売拡大も可能となる。同市役所によれば、市内に
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は糖蜜の原料となるサトウキビの生産農家が 16 軒あり、8 つの加工施設も稼働しているという。

パラナ州農務局によると、同市における糖蜜の生産量は年間 400 トンに達し、協同組合や 9 つ

の中規模加工施設などで合計 200 人の雇用を創出している。ノルベルト・オルチガラ局長による

と、黒糖と糖蜜の生産を主としたサトウキビの生産は中小農家により行なっており、市を代表する

産品にまで育ったという。サトウキビ農家・加工工場など 45 の組合員を抱えるイグアス国境農協

（Cooperfronteira）のイタマール・シュック会長は、地理的表示の獲得は技術とイノベーションを

追求する上で必要だったもので、自らのブランドを構築するうえでの最終段階に入りつつあると語

った。 

 

日付 2020 年 1 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 Diário do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diariodocomercio.com.br/exclusivo/setor-de-franquias-cresce-69-em-2019-aponta-
a-abf/ 

タイトル フランチャイズ部門の指標が好調 

 

日付 2020 年 1 月 24 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2020/01/24/cachaca-se-mira-no-exemplo-da-
tequila-para-conquistar-o-mundo.htm 

タイトル カシャッサ、世界進出のためテキーラの例に照準を合わせる 

 

日付 2020 年 1 月 25 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 サイト O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/nova-lei-de-franquias-o-que-e-
preciso-saber/ 

タイトル 新フランチャイズ法について知っておくべきこと 
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日付 2020 年 1 月 27 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 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://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-registra-aumento-de-pedidos-em-quase-todos-os-
servicos 

タイトル INPI、ほぼ全ての分野で出願数の増加を確認 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、最新の産業財産月報にて 2019 年度の予備集計結果を公

表した。昨年 1 月から 12 月までの累計で、特許出願数は前年同期比 2.8%増となった。同様

に商標は 19.9%、意匠 5.3%、コンピュータプログラム 21.4%、地理的表示 128.6%の増加が見ら

れている。集積回路利用権の出願件数はほぼ変化がなかったものの、技術移転契約書の登録

件数は 3.5%の減少となった。一方の特許付与件数は、2018 年比で 24%増を記録。またコンピ

ュータプログラムと意匠の付与件数では、出願件数の増加にも関わらずそれぞれ 40.6%、33%の

減少となったが、これは前年までにバックログの削減が進んでいたことが理由として挙げられる。技

術移転契約の登録完了件数も、同様の理由により前年比 5.8%減となった。 

 

日付 2020 年 1 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 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/conmebol-aperta-o-cerco-contra-transmissoes-piratas-e-brasil-e-um-
dos-alvos/ 

タイトル 南米サッカー連盟、違法オンライン配信対策を強化。ブラジルはその標的に 

 

日付 2020 年 1 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://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2020/01/30/casal-e-condenado-a-9-
anos-de-prisao-por-lavagem-de-dinheiro-em-pirataria-de-cosmeticos-em-franca.ghtml 

タイトル フランカ市にて、化粧品の模倣品行為における資金洗浄の罪で男女 2 人に禁錮 9 年の判決 

 

 

 



6 

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

日付 2020 年 1 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2020/01/31/anvisa-apreende-produtos-
irregulares-e-fecha-estandes-em-congresso-de-odontologia-em-sp.ghtml 

タイトル ANVISA、サンパウロ市内の歯科会議にて違法製品を押収のうえ展示スタンドを閉鎖 
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