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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.40（2020 年 2 月分） 

2020 年 3 月 16 日発行 

日付 2020 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2020/02/01/exclusivo-pirataria-dobra-
ibope-dos-jogos-de-futebol-em-ppv-no-brasil.htm 

タイトル ブラジルにおける PPV 方式による海賊版サッカー中継の視聴者が倍増 

 

日付 2020 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 

出典 サイト Set ※公的機関による発表   

リンク http://www.set.org.br/news-revista-da-set/rs-noticias/pirataria-em-sites-aumenta-9-na-
america-latina-em-2018-2019/ 

タイトル サイトにおける海賊版行為、ラテンアメリカで 2018～2019 年の間に 9%増加 

 

日付 2020 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 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-avanca-em-programa-de-aprimoramento-de-
sistemas-com-a-coreia-do-sul 

タイトル INPI、韓国とのシステム改善プログラムにて前進 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2 月 5～12 日にかけ、韓国との KSP プログラム（Knowledge 

Sharing  Program）の第 2 フェースを実施する。この間には、韓国特許情報庁（KIPI）及び韓

国投資振興庁（KOTRA）による INPI のデータセンターを含む IT 部門や、最終決定部門に対す
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る視察が予定されている。今回の訪問は、統計データや戦略・組織の分析や産業財産にかかる

行政手続きを分析し、これらの部署の現状を把握することを目的としており、その上で産業財産

システムの自動化、IT インフラの改善へ向けた課題や見通しに関して協議が持たれる。KSPプログ

ラムは、韓国産業財産庁（KIPO）が開発した協力活動の 1つで、この取組みを通じて KIPOnet

システムと呼ばれるビジネスモデルを導入するのに関心のある国と経験や技術を共有している。

KIPOnet は産業財産権の行政手続きを自動化する情報統合システムで、導入により迅速化と

正確性の向上が期待される。このシステムは、世界第 4 位の特許出願国である韓国において特

許付与までの期間を 11 ヶ月から 27 ヶ月に短縮した際に重要な役割を果たしている。 

 

日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-leva-tema-sobre-protecao-de-invencoes-a-partir-do-
uso-da-inteligencia-artificial-para-debate 

タイトル INPI、人工知能の利用による発明の保護をテーマに公演 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のリアネ・ラージェ特許・コンピュータ回路利用権局長が、リオデジャ

ネイロ州弁護士会（OAB-RJ）の講堂で開催された第 5 回 Tech Woman Rio にて、人工知能

を用いた発明の保護に関する講演を行った。本イベントは、法令分野の技術革命をテーマに据

え、データ保護法やサイバーセキュリティー、データのプライバシーに関する協議が行われたもの。

Tech Woman Rioは、リオデジャネイロ州内のビジネスや社会福祉の向上に技術を活用する女性

の知識・経験共有やネットワーキングのためのイベントを通じて、同州内の女性によるテクノロジー・

コミュニティの成長・発展を支援する団体。 

 

日付 2020 年 2 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 サイト Diario do Comércio ※公的機関による発表   

リンク https://diariodocomercio.com.br/livre/brasil-nao-deve-fazer-parte-de-lista-norte-
americana/ 

タイトル ブラジル、米国の産業財産監視対象国リストから外されるべきと主張 
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日付 2020 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/mauricio-stycer/2020/02/09/mercado-de-tv-por-
assinatura-regride-ao-patamar-que-tinha-em-2012.htm 

タイトル ケーブルテレビ業界、2012 年並みの水準に後退 

 

日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-sedia-encontro-dos-escritorios-de-pi-do-brics-em-
2020 

タイトル INPI、BRICS 諸国の産業財産庁会合を 2020 年に主催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジル・ロシア・インド・中国・南アフリカ諸国の産業財産庁

からなる IP BRICS グループの年次会合を 2020 年に主催する。その一環で、2 月 10～14 日の間

に商標審査官のトレーニングとコーディネイト・グループの会合が開催される。3月 22～24日には、

リオデジャネイロ市内にて産業財産庁長官らによる会合が予定されており、広範なテーマについて

協議が行われる。この会合を以って、INPI は IP BRICS の持ち回り代表の席を譲ることとなる。商

標審査官のトレーニングは、年次会合に合わせて初めて開催されるもので、INPI の提案により特

許ではなく商標分野で行われることとなったもの。南アフリカを除く国々はマドリッド・プロトコルの

加盟国であり、その運用や特殊な商標の保護、行政上の商標無効化手続きなどをテーマに、メ

ンバー各国の情報交換を目的として行われる。IP BRICS は、INPI と中国の産業財産事務所のイ

ニシアチブにより、2012 年に初会合が開かれ、協力関係についての協議を目的として長官会合

が 6 ヶ月毎に行われている。 

 

日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/estrutura-de-regionais-do-inpi-passa-por-mudancas-
confira 

タイトル INPI 地域支部の組織改編について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2019 年 12 月 18 日、地域支部の組織改編を規定した 2019

年付 INPI/PR決議第 255号を公示した。パライーバ州に INPIの支部が新設されたほか、北東部
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地域普及事務所（EDIR）がセアラー州フォルタレーザ市からペルナンブコ州レシフェ市に移転した

うえで、その配下に、セアラー州フォルタレーザ市、セルジッペ州アラカジュ市、パライーバ州カンピー

ナ・グランジ市、バイーア州サルバドール市の 4 箇所の地域普及課（SEDIR）を従える組織となっ

た。アマゾナス州マナウス市の地方支部は 2016 年より活動停止していたが、その廃止も決定して

いる。 

 

日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/abertas-inscricoes-para-cursos-avancados-de-pi-a-
distancia-da-parceria-inpi-ompi 

タイトル 特許・商標遠隔講習の上級編への受講申込を受付 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、特許（DL 301P BR）及び商標・意匠・地理的表示（DL 

302P BR）の上級編講習の受講申込みを 3月 20日まで受付けている。世界知的所有権機関

（WIPO）の協力により実施されるもの。遠隔講習として実施されるもので、国内法令に則した

内容で、専門家がチューターとして指導にあたる。カリキュラムは 150 時間で、2020 年 4 月 7 日

～7 月 3 日に行われる。受講料は、学生 40 レアル、一般 60 レアル。申込みは WIPO の遠隔

講習プラットフォームから可能。 

 

日付 2020 年 2 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-fev-11/juiz-cacau-show-lacreme-nao-fere-registro-
anterior 

タイトル 裁判所、商標 Cacau Show LaCreme は既存の登録を侵害しないと判断 

 

日付 2020 年 2 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/sao-paulo/noticia/2020/02/12/policia-civil-realiza-operacao-de-
combate-a-pirataria-de-tvs-por-assinatura-no-centro-de-sao-paulo.ghtml 

タイトル 文民警察、サンパウロ州中心部にてケーブルテレビの海賊版行為撲滅捜査を展開 
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日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/brasil-e-reino-unido-fazem-parceria-de-r-18-5-milhoes-
para-ampliar-eficiencia-do-inpi 

タイトル ブラジル、英国と INPI の効率化推進のための 1,850 万レアルにのぼるパートナーシップ締結 

要約 経済省のカルロス・ダ・コスタ生産性・雇用・競争力特別局長、ブラジル産業財産庁（INPI）の

クラウジオ・フルタード長官、及びヴィジャイ・ランガラジャン在ブラジル英国大使は 2 月 12 日、リオ

デジャネイロ市内にて、INPI の効率化を推進する事業の第 3 フェーズの開始を発表した。この取

組みには、英国政府の協力基金である Prosperity Fund より約 1,850 万レアルの投資が行われ

る。社会に提供されるサービスを改善し、INPI が産業財産分野での世界でのリファレンスとなるた

め、本事業では運営上・技術上・手続き上の障害を特定し、それらを排除するための解決策を

示すことを目的とする。国際コンサルタントが実際のワークを担当する。ヴィジャイ英国大使は、こ

のプログラムがブラジル・イギリス両国の革新的企業に恩恵を与えるものだと語り、基金の名称で

ある Prosperity は工業技術のみならず、ブラジルの成長潜在力のある分野である創作・バイオテ

クノロジー産業を含むものだと説明した。 

 

日付 2020 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/nova-gestao-do-inpi-completa-um-ano-com-resultados-
expressivos 

タイトル 目覚ましい成果を伴い、INPI の新体制が 1 周年を迎える 

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、2 月 13 日で就任 1 周

年を迎えた。その間には、マドリッド・プロトコル批准へ向けた INPI 内の運用上の対応準備と昨

年 10 月 2 日の運用開始、バックログ削減計画による特許バックログ件数の 18.5%削減、英国

Prosperity Fund の資金援助による INPI 産業財産プログラム第 2 フェーズの開始、INPI のサービ

スや情報提供の仕組みを改善する PI Digital 計画の創設、ブラジル産業開発庁（ABDI）との

技術協力協定によるデータ保存やシステムの安全性と能力向上のための新機器導入への投

資、テレワークやタスク管理プログラムの導入による生産性の 30%向上など、多くの成果が見られ

た。 
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日付 2020 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/02/13/mais-de-3-mil-produtos-
falsificados-vendidos-como-originais-sao-apreendidos-em-lojas-no-centro-de-
manaus.ghtml 

タイトル 本物として販売されていた模倣品 3 千点あまりをマナウス市中心部の店舗で押収 

 

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

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/02/16/inpi-vai-reeditar-manual-de-
desenho-industrial.ghtml 

タイトル INPI、意匠マニュアルを再作成へ 

 

日付 2020 年 2 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://www.inpi.gov.br/noticias/expediente-do-inpi-no-carnaval 

タイトル INPI、リオデジャネイロのカーニバル期間中の営業時間について発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、職員や外注先関係者・利用者・公共施設のカーニバル期間

中の混乱から安全性を確保するため、2020 年 2 月 21 日 13 時以降の営業を取りやめ、また 2

月 26 日も営業を行わないことを決めた。これに伴い、2 月 21～26 日の間に期限を迎える手続

きは、自動的に期限を 2 月 27 日へと延期される。この決定は、リオデジャネイロ市内に対しての

み適用される。 

 

日付 2020 年 2 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inventores-brasileiros-ganham-concurso-de-patentes-da-
america-latina 

タイトル ブラジル人発明家らがラテンアメリカ特許コンクールで優秀賞に 

要約 産業財産情報・運営に関する協力フォーラム（Prosul）は 2 月 17 日、第 2 回ラテンアメリカ発

明特許コンクールの審査結果を発表した。最優秀賞に輝いたのは、ブラジル人発明家らにより開

発された、使用済みプラスチック包装容器のリサイクルシステム。同特許は、環境に優しい技術に

関連した出願特許の優先審査制度である「グリーン特許」プログラムで、出願から約 3 年間で付

与が行われたもの。第 2 位には、オズワルド・クルス財団（Fiocruz）の研究員による集中治療

室に置かれる未熟新生児向けの代替食品用器具に関する発明が輝いた。第 3位には、チリ・カ

トリック大学の発明者による、ヒト RS ウィルスの診断・駆除のための技術が選ばれた。最優秀賞

となった発明は、世界知的所有権機関（WIPO）が主催する 2020 年の国際ジュネーブ発明見

本市で展示される。今回のコンクールでは、22 件の有効な応募があり、うち 6 件が最終審査に

残っていた。 

 

日付 2020 年 2 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-horario-de-funcionamento-durante-o-
carnaval-no-rj-e-nas-regionais 

タイトル INPI、リオデジャネイロ及び地域支部のカーニバル期間中の営業時間について発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、職員や外注先関係者・利用者・公共施設のカーニバル期間

中の混乱から安全性を確保するため、それぞれの支部の 2 月 21 日・26 日の営業時間を発表

した。支部により取り扱いが異なるので一覧表を参照のこと。これに伴い、2 月 21～26 日の間に

期限を迎える手続きは、自動的に 2 月 27 日へと期限が延期される。 

 

日付 2020 年 2 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/aberta-consulta-publica-sobre-o-manual-de-indicacoes-
geograficas 

タイトル 地理的表示マニュアル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 2 月 27 日（木）、地理的表示マニュアルの策定案に関する

パブリックコメントの募集を開始した。マニュアルの作成は、同庁による審査・検討手順に対する

透明性を確保するために実施されるもので、パブリックコメントの募集を通じて全ての利用者によ
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る策定作業への参画を実現する。2020 年付 INPI/DIRMA 省令第 1 号の規定に則り、関心が

ある場合には提案内容を 4 月 12 日までに電子メールで送付すること。マニュアル案と意見提出

用の電子フォーマットは INPI サイト内のパブリックコメントのページから参照可能。 

日付 2020 年 2 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/2020-fev-27/renuncia-registro-inpi-nao-leva-perda-objeto-
acao-nulidade 

タイトル INPI における産業財産の権利放棄は、無効化訴訟の対象を消失させるに至らない 

 

日付 2020 年 2 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/2020-fev-27/acao-nulidade-patente-suspender-acao-
indenizacao 

タイトル 特許無効化訴訟は損害賠償請求を中断できる 
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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。 

 

 


