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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.41（2020 年 3 月分） 

2020 年 4 月 24 日発行 

日付 2020 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-mar-02/norma-interna-obriga-puc-rs-distribuir-lucros-
tecnologia 

タイトル リオグランジドスル・カトリック大学、技術開発に携わった研究者間での利益配分を命じられる 

 

日付 2020 年 3 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://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-concede-ig-campos-de-cima-da-serra-para-queijo-
artesanal-serrano 

タイトル INPI、手作り山岳チーズにカンポス・デ・シーマ・ダ・セッハの地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 3 日、産業財産官報（RPI）第 2,565 号上にて、原産

地名称としての「カンポス・デ・シーマ・ダ・セッハ」の地理的表示の付与について公示を行なった。

サンタカタリーナ州の 18 の市と、リオ・グランジ・ド・スル州の 16 の市に跨る区域約 34,372km2で

生産される手作り山岳チーズを対象としたもので、両州の手作り山岳チーズ生産者協会連盟に

対して付与された。同チーズが生産される地域では、ブラジル国内でも唯一の土壌・気候特性を

兼ね備えており、独特の田園植生を有している。そこで育まれる天然の牧草は、手作り山岳リー

ズの原料として使用される牛乳を産出する雌牛の主な食糧となっている。今回付与された地理

的表示は、INPI がチーズに付与したものとしては初めてのもの。2013 年 5 月には、フランスに起源

を持つロケフォルト・チーズに対して原産地名称が付与されていた。 
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日付 2020 年 3 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://www.inpi.gov.br/noticias/adiada-data-para-depositos-de-marca-multiclasse-
cotitutularidade-e-divisao 

タイトル 複数区分・共同出願・分割出願の商標の出願受付日を延期 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、情報処理システムに起因する問題から、複数区分・共同出

願・分割出願の出願受付日を、当初予定されていた 3 月 9 日から延期する。INPI は、これらの

サービスの新たな提供日が確定次第、産業財産官報（RPI）及び INPI ポータルサイトで通告す

る。 

 

日付 2020 年 3 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://www.inpi.gov.br/noticias/aula-magna-abordara-50-anos-de-atividades-do-inpi-1 

タイトル 基調講義にて、INPI の 50 年間の活動を振り返る 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が創立 50 周年を迎えるにあたり、INPI アカデミーは 3 月 5 日、リ

オデジャネイロ市内にて、基調講義「INPI：社会に仕えた 50 年」を開催し新年度を開始する。

技術管理博士のセルジオ・バルセロス・テオトーニオ氏が、1980年代からの産業財産文化の普及

や人材育成活動など同庁の成果について講演する。同氏は INPI の特許審査官であったほか、

技術マッピングや予測研究、普及活動にも従事した経験を持つ。 

 

日付 2020 年 3 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 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/frente-parlamentar-em-defesa-da-pi-lanca-atividades-do-
ano-e-presta-homenagem-ao-inpi 

タイトル 産業財産保護議員戦線、活動開始とともに INPI を表彰 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 2020 年 12 月に創立 50 周年を迎えるにあたり、産業財産保

護・模倣品撲滅上下院議員戦線は 3 月 12 日、ブラジリアにてイベントを開催する。同戦線で

は、今年度の活動を発表するためのブレックファースト・ミーティングを開催し、同時に Interpat-

CRA が実施した国際研究「保健と経済成長における産業財産の価値 ── ブラジルのイノベーショ
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ン環境の強化が経済にもたらす効果」の成果発表も行われる。イベントへの参加申込は INPI サ

イト上にて受け付けている。 

 

日付 2020 年 3 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 サイト Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/politica/regina-duarte-demite-seis-na-secretaria-da-cultura-
antes-de-posse/ 

タイトル 新任の文化局長、最初の解任を発動 

 

日付 2020 年 3 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/edital-para-estruturacao-de-incubadoras-em-goias-
contempla-requisitos-de-pi 

タイトル ゴイアス州のインキュベーター設立の公募案件にて産業財産を要件として導入 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、国内のイノベーションシステムのプレーヤーの間で産業財産保

護を奨励するための活動を継続中である。この度、ゴイアス州研究支援財団（Fapeg）が公示

したゴイアス州技術企業インキュベーターの構築と強化支援を目的とした公募案件（2019 年度

第 6 号、予算 150 万レアル）にて、INPI が提供する産業財産遠隔総合講習（DL 101P BR）

もしくは集合型の産業財産基礎講習を修了していることが、提案書の採用条件として加えられ

た。インキュベーターの運営希望者に、INPI の講習の受講証明書が必要書類の 1 つとして求めら

れるもの。公募期間は 3 月 31 日まで。INPI は地域支部を通じて、ゴイアス州イノベーション・ネッ

トワークやゴイアス州イノベーション連合の活動に参加している。 

 

日付 2020 年 3 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/2020/03/05/brasil-espera-cargo-apos-vitoria-de-
candidato-apoiado-por-eua-na-ompi.ghtml 

タイトル ブラジル、米国が支援した候補者の勝利を経て WIPO の要職への任命を期待 
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日付 2020 年 3 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/aula-magna-da-academia-destaca-disseminacao-da-pi 

タイトル INPI アカデミーの基調講義にて、産業財産文化の普及についての講演が行われる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション・開発アカデミーにて、3 月 5 日、修士

課程の新年度の開始を飾る基調講義が行われた。INPI の元特許審査官であり、技術マッピン

グや予測研究、普及活動にも従事したセルジオ・バルセロス・テオトーニオ技術管理博士が講演

を行なったもの。「INPI：社会に仕えた 50 年」と題した講演では、1970 年の INPI 創設時に 400

万点もの紙資料のデータバンクで検索を行なった審査官としての経験から、インターネット経由で

全てのサービスがデジタル化された今日までが振り返られた。同氏は、大学・財団・研究機関など

イノベーションシステムの様々なプレーヤーの間で産業財産文化を普及させるための専門部局が

2004 年に INPI 内に設けられたことに加え、同年付法令第 10,973 号で創設された技術イノベー

ションセンター（NITs）の導入に携わった人々の育成活動についても説明が行われた。 

 

日付 2020 年 3 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/dia-internacional-da-mulher-mensagem-do-presidente-
do-inpi 

タイトル 国際女性デー：INPI 長官からのメッセージ 

要約 INPI の女性職員の皆さんへ向けて、国際女性デーだけでなく日々の業務への寄与に対しての感

謝を送りたい。INPI の運営のあり方を追求する革命 4.0 への歩みを進めていくにあたり、現実に

基づいた計画立案と未来予測のバランスを取るには、女性の皆さんの力こそ求められている。

INPI 創立 50 周年の記念すべき年に掲げた目標を達成し、庁内の多様性の追求を進めていく

上でも、女性の皆さんに祝福を贈りたい。 

 

日付 2020 年 3 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/presidente-visita-unidade-regional-do-rio-grande-do-sul 

タイトル INPI 長官、リオグランジドスル地域支部を訪問 
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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 3 月 6 日、INPI リオグラ

ンジドスル地域支部の訪問・視察を行なった。同庁官は、地域支部が事務所を置くリオグランジ

ドスル・カトリック大学（PUC-RS）テクノロジーパークの産業財産分野でのニーズ把握のため、フラ

ビア・シケイラ・フロリン エグゼクティブ・マネージャーとの会合にも臨んだ。 

 

日付 2020 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/noticia/2020/03/10/toyota-registra-patente-de-pecas-de-suv-
inedito-no-brasil.ghtml 

タイトル トヨタ、ブラジルで未発表の SUV 用部品の意匠を出願 

 

日付 2020 年 3 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 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-recebe-homenagem-da-federacao-dos-cafeicultores-
do-cerrado 

タイトル INPI、セラード・コーヒー生産者連盟から表彰を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ミナスジェライス州セラード地域のコーヒー生豆の原産地表示を

保有するセラード・コーヒー生産者連盟より表彰を受けた。3月 10, 11日にブラジリアにて開催され

た地理的表示セミナーにて賞状の授与が行われた。 

 

日付 2020 年 3 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 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/644893-camara-lanca-frente-em-defesa-da-
propriedade-intelectual/ 

タイトル 連邦下院議会にて、産業財産保護議員戦線が発足 

要約 3 月 12 日（木）午前、マリアナ・カルバーリョ下院議員（PSDB 党、ロライマ州選出）を代表と

する産業財産保護・模倣品撲滅上下院議員戦線が発足する。発足式では、国際研究「保健

と経済成長における産業財産の価値 ── ブラジルのイノベーション環境の強化が経済にもたらす

効果」の成果発表も行われる。議員戦線とは、特定のテーマに関する協議を深めるために複数

の政党の議員がグループを結成するもの。その設置には、立法府の総議席数の 3 分の 1 の支持
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を得たうえで結成が申請される必要がある。発足式は、下院議会第 4 号館の食堂にてまもなく

開催される。 

 

日付 2020 年 3 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 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/645260-frente-vai-atuar-para-aprovacao-de-projetos-
sobre-propriedade-intelectual/ 

タイトル 議員戦線、産業財産関連法令の承認へ向けた活動を展開 

要約 産業財産保護・模倣品撲滅上下院議員戦線が 3 月 12 日（木）、連邦下院議会にて発足

した。代表を務めるマリアナ・カルバーリョ下院議員（PSDB 党、ロライマ州選出）は、この分野が

恩恵を受ける法案の承認を進めていきたいと語った。手続きの簡素化や有効期限を定める

2018 年付法案第 10,920 号は、昨年末に下院の経済開発・商工サービス委員会で承認され、

現在は司法・憲法委員会で審議されている。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、この取組みが産業財産保護における上院・下院の努力を一層強固にする

ことを期待し、祝福の辞を述べた。また Motion Pictures Assciation のアンドレッサ・パパス政府渉

外ディレクターは、2019年に違法コンテンツ配信サイトに 130億回のアクセスがあったと指摘。ブラ

ジルは世界で 4 番目に多く模倣品行為が横行する国であり、2020 年までにブラジル国内の損

失が 30 億ドルに達するとの調査結果を紹介し、この議員戦線の活動は下院における模倣品対

策法案の進展に必要不可欠だと語った。同議員戦線には、下院議員 216 名、上院議員 16

名が参加する。 

 

日付 2020 年 3 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/inpi-participa-de-lancamento-da-frente-parlamentar-em-
defesa-da-pi 

タイトル INPI、産業財産保護議員戦線の発足式に参加 

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 3 月 12 日、ブラジリアの

下院議会で開催された産業財産保護・模倣品撲滅上下院議員戦線の発足式に参加した。

席上、同長官はブラジル国内の産業財産保護における上院・下院の努力を一層強固にするこ

の取組みの重要性を強調。INPIが 50周年を迎えた 2020 年の同庁の活動計画が着実に推進

できるよう、議員の協力を求めたいと話した。この計画では、特許出願数の 20%増加、同様に商

標で 22.4%、意匠で 25%をそれぞれ増加させることが目標として掲げられている。 



 

7 

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

日付 2020 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-mar-13/stj-mantem-registro-marca-10-anos-associacao-
erronea 

タイトル 高等司法裁判所、10 年間混同されることのなかった商標の無効性を否定 

 

日付 2020 年 3 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pr/parana/caminhos-do-campo/noticia/2020/03/15/parana-tem-7-
produtos-com-selo-de-indicacao-geografica-que-impede-producao-em-outras-regioes-do-
brasil.ghtml 

タイトル パラナ州、ブラジルの他地域での生産を妨げる地理的表示ラベルを 8 産品に保有 

 

日付 2020 年 3 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-suspende-prazos-ate-o-dia-14-04 

タイトル INPI、手続き期限を 4 月 14 日まで延長 

要約 新型コロナウィルスの感染拡大と、それに伴ってブラジル産業財産庁（INPI）のサービス利用者

の対応上の制約が見られることから、同庁では 3 月 16 日～4 月 14 日の間に期限を迎える手

続きの締切りを、4 月 15 日に設定する。対面対応は無期限で中止する。ユーザー問合せは、問

合せ窓口（Fale Conosco）のみにて受け付ける。この対応中止期間に定められた産業財産官

報（RPI）への公示に係るいかなる手続きにおいても、日数上の期限は 4月 15日から起算する

こととする。RPI の毎週火曜日の発行は今後も通常通り行われる。また、INPI のオンライン・シス

テムも通常通り稼働するため、引き続き申請手続きは可能となる。 
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日付 2020 年 3 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/2020-mar-16/aspectos-juridicos-startups-tema-curso-pr 

タイトル パラナ州で実施される講習会にてスタートアップの産業財産・法的課題がテーマに 

 

日付 2020 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-mar-18/carlos-silva-patente-vacina-virus-usada-governo 

タイトル 新型コロナウィルスワクチンが実現した場合、特許は政府保有となりうる 

 

日付 2020 年 3 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 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/comunicado-aos-servidores-colaboradores-usuarios-e-
prestadores-de-servicos-ao-inpi 

タイトル INPI 職員・従業員・利用者及び関係する外注業者への通告 

要約 どのような利便性にも加えて、公共サービスの目的やブラジル産業財産庁（INPI）とサービス利

用者との間の関係性を差し置いたとしても、ブラジル国民一人ひとりの健康にこそ最も価値が置

かれ、それが保護されるべき特別な時期に直面している。これを受けて、INPI では次の例外的措

置を実施する。リオデジャネイロ市内の INPI 本部事務所及び地域支部は閉鎖し、総務部が全

職員に対してシステムを利用可能とすることにより、3 月 20 日より自宅勤務体制ととる。一般市

民と INPI の間のコミュニケーションはこの新たな勤務体制下でも継続して行われ、このような体制

が関係者の健康の保全を確保するための最適な手段として公共医療が定める期間でも、必要

に応じで実施される。またこの期間の一般向け対応は、問合せ窓口（Fale Conosco）にて受け

付ける。 
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日付 2020 年 3 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 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-adota-medidas-para-prevenir-propagacao-do-
coronavirus 

タイトル INPI、新型コロナウィルスの感染拡大を予防する措置を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新型コロナウィルスの流行から職員・従業員及び利用者の健

康を保護することを目的として、全職員の自宅勤務措置をとり、リオデジャネイロ市内の同庁本

部及び地域支部を閉鎖する。INPI では、状況を継続的に監視しつつ、今後の措置について公

表を行なっていく。加えて INPI では、対面対応の無期限の中止、ライブラリー及びアカデミーの活

動中止しているほか、通常稼働している情報システムを通じたオンライン申請は継続し、また 3 月

16 日～4 月 14 日の間は期限手続きの日数計算を中断したうえで 4 月 15 日から再度カウント

する措置を採っている。 

 

日付 2020 年 3 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2020/03/streaming-tem-estouro-de-audiencia-
com-pandemia-mas-pirataria-tambem-cresce.shtml 

タイトル ストリーミング、ウィルス流行下で爆発的に増加するも、海賊版行為も増加 

 

日付 2020 年 3 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 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/2020/03/23/senador-sugere-taxar-
grandes-fortunas-para-bancar-combate-ao-coronavirus 

タイトル 上院議員、新型コロナウィルス対策費の確保に高額資産課税を提案 

要約 ブラジル全土で新型コロナウィルスへの感染が確認され経済活動が停止したことを受けて、連邦・

州・市政府はいずれも、税収が大幅減となることによる影響が出始めている。この危機的状況で

財政を少しでも改善すべく、プリーニオ・ヴァレーリオ上院議員（アマゾナス州選出・PSDB 党）は

自身の SNS上で、高額資産への課税に関する 2019年法案第 183号の緊急採択を行なうよう

提案している。同氏は、新型コロナウィルスの拡大防止のための資金として、この新税を活用でき

ると主張する。法案によると、高額資産税（IGF）は 2,280 万レアル以上の純資産に対して、
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0.5～1.0%の税率で課税するもの。同法案は、昨年 8 月に経済関連委員会（CAE）での審議

のために回付されたが、委員会で審議するための報告書が出来上がっていない状態に置かれて

いる。ブラジル国内には、1.2 兆レアル以上の資産を有する 206 人のビリオネアがいるとされ、1%

課税するだけで 800億レアルの徴税が可能とされる。さらに課税対象に含まれる富裕層から 360

億レアルを徴税可能となることで、政府には少なくとも 1,160 億レアルの臨時歳入がもたらされる

と推計される。個人・法人の双方が対象。この法案では、住居（資産額の 20%を上限とす

る）、業務用資産（資産額の 10%を上限）、産業財産権、少額資産は課税対象から除外

されている。 

 

日付 2020 年 3 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://www.inpi.gov.br/noticias/esclarecimentos-sobre-a-portaria-no-120-que-trata-da-
suspensao-dos-prazos 

タイトル 手続き期限の延長に関する省令第 120 号に関する説明 

要約 新型コロナウィルスの感染拡大に伴い、ブラジル産業財産庁（INPI）は利用者に損失の発生し

ない形で活動継続する方策を講じている。この一環として、2020 年 3 月 16 日～4 月 14 日の

間に期限を迎える手続きの期間延長を行なった。本年 3 月 16 日付省令第 120 号は、INPI に

係属中のすべての手続きに対してこの措置を適用するものである。また、期限の残日数のカウント

もこの期間中は行わず、上記の期間を過ぎた後に再び停止した日数から計算される。つまり、

2020 年 4 月 15日から再びカウントを開始するものであり、中断期間中に公示された案件や、こ

の省令が公布された時点で期限を迎えつつあった手続きの期限が 15 日になるわけでもない。な

お、オンライン・システムで期限内に手続きを行なうことを妨げるものでもない。 

 

日付 2020 年 3 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-painel-de-disponibilidade-de-sistemas-e-
servicos-em-tempo-real 

タイトル INPI、システムやサービスのリアルタイム利用状況確認パネルを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 26 日、同庁のシステムやサービスの利用状況を利用者が

リアルタイムで確認できるページを公開した。INPI サイトのショートカットの下部にある、ポータルサイ

ト情報パネルから参照可能。ここでは、過去 24 時間の間にシステムが利用可能状態であった時

間の割合を確認できる。特許、意匠、地理的表示、コンピュータ・プログラム、集積回路利用権
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の電子申請を行う際に、システムが機能しているかを知ることができるもの。過去 60 日間の同じ

時間帯にシステム上で受付けた申請件数の平均と現在のアクセス量が比較できるほか、過去 4

時間の間に過去履歴の平均と比較して少なくとも 50%の手続きが処理されていることが確認さ

れた場合に、システムは安定的に動作していると判断される。その割合に達しない場合には、シス

テムが不安定であると表示される。 

 

日付 2020 年 3 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-lanca-pagina-sobre-tecnologias-ligadas-ao-covid-19 

タイトル INPI、COVID-19 に関連した技術に関するプロジェクトを立ち上げ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新型コロナウィルスの感染拡大を前に、世界規模の非常事態

に対応する際の一助となりうる技術の広報を目的とした「COVID-19 関連技術概観」プロジェクト

を開始した。新型コロナウィルス対策となる新技術に加えて、新技術の研究・生産や社会経済

支援事業に関連するテーマや融資などの取組みの最新情報を公開している。また INPI では、統

一医療システム（SUS）で戦略的な利用が可能と考えられる医薬品・器具・素材やプロセスを

保健省、科学技術機関、中小企業が特許として出願する際には優先審査制度を活用可能と

することも検討されている。 

 

日付 2020 年 3 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/abertas-inscricoes-para-curso-geral-de-pi-a-distancia-da-
parceria-inpi-ompi 

タイトル INPI・WIPO 間のパートナーシップによる産業財産遠隔総合講習の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年第 2 回となる産業財産遠隔総合講習（DL101P 

BR）の受講申込受付を開始した。受付期間は 2020 年 3 月 30 日～4 月 20 日。世界知的

所有権機関（WIPO）と共催で実施する本講習は、2020 年 4 月 28 日～6 月 26 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。 
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日付 2020 年 3 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 Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/petrobras-apoia-coppe-ufrj-no-desenvolvimento-de-
ventiladores-pulmonares-2/ 

タイトル Petrobras、人工呼吸器の開発でリオデジャネイロ連邦大学工学修士研究所を支援 

 

日付 2020 年 3 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 Diário do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diariodocomercio.com.br/exclusivo/governo-e-codemge-viabilizam-producao-de-
epis/ 

タイトル 医療機器の製造へ向け、ミナスジェライス州の企業が結束 
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