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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.42（2020 年 4 月分） 

2020 年 5 月 11 日発行 

日付 2020 年 4 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/projeto-piloto-pph-com-a-coreia-do-sul-entra-em-vigor-
hoje 

タイトル 韓国との PPH パイロット事業を 4 月から開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と韓国産業財産庁（KIPO）による PPH パイロット事業が、両庁

の間で交わされた覚書に基づき、4 月 1 日より開始される。本事業は、INPI の 2019 年付決議

PR 第 252 号に基づき 2025 年 3 月 31 日まで実施される予定。全ての技術分野を対象とし、

合計 400 件の出願を上限とする。INPI による新モデルの PPH 事業は、欧州特許庁（EPO）に

加えて 20 カ国との間で 2019 年 12 月 1 日から実施されている。 

 

日付 2020 年 4 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 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/650918-propostas-permitem-a-quebra-de-patentes-
durante-combate-a-pandemia/ 

タイトル 感染症の大流行への対策期間中の特許権剥奪を認める法案 

要約 下院議会に提出されている 2つの法案が、COVID-19大流行の対策として特許権の剥奪を認め

る内容となっている。アレシャンドレ・パジーリャ議員（サンパウロ州選出・PT党）が提出した 2020

年付法案第 1,320号は、世界保健機関（WHO）または国内の管轄機関が公衆衛生の非常

事態と宣言した場合に、ワクチン・治療薬・診断薬等の特許権を自動的に剥奪することを宣言

できるよう産業財産法を改正するもの。その非常事態に対応するために出願されたか、もしくはす

でに有効な特許についてはその権利の剥奪を認めるとし、緊急を要するとされた状況と特許の関
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連性を公示する権限をブラジル産業財産庁（INPI）に与えると法案内で規定する。また、ジャ

ンジーラ・フェガーリ議員（リオデジャネイロ州選出・PCdoB 党）が提出した 2020 年付法案第

1,184 号は、新型コロナウィルスへの政府の対策措置を定めた 2020 年付法令 13,979 号に規

定された医療緊急事態が宣言されている期間中には、特許利用を強制的に許可する内容とな

っている。 

 

日付 2020 年 4 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 Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/sumitomo-chemical-cade-autoriza-aquisicao-da-
nufarm/ 

タイトル 経済防衛行政評議会、住友化学による Nufarm 社の取得を承認 

 

日付 2020 年 4 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/04/02/4e742744-destaques.ghtml 

タイトル 法令分野の注目案件：商標登録 

 

日付 2020 年 4 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://www.inpi.gov.br/noticias/observatorio-covid-19-faz-estudo-sobre-patentes-de-
metodos-diagnosticos 

タイトル コロナウイルスの診断方法に関連する特許の調査結果を技術展望として公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、Covid-19 関連技術調査チームが作成した「コロナウイルス及び

その他呼吸器系ウイルス性疾患の診断方法に関連する INPI に出願された特許の展望」と題し

た調査結果を公表した。コロナウイルスにより引き起こされた SARS・MERS の流行した 2004～

2012 年の間に特に多く出願されており、全 371 件の特許書類が抽出された。その要約文から、

141 件が動物を含む呼吸器系のウイルス性疾患の診断方法に関する特許として INPI に出願さ

れていることを特定している。出願者の特定ができた 107 名のうち、79 名が米国、13 名がフラン

ス、12 名がオランダ国籍者だった。 
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日付 2020 年 4 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://www.inpi.gov.br/noticias/consulta-publica-do-primeiro-manual-de-ig-vai-ate-27-de-
maio 

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を 5 月 27 日まで受付 

要約 新型コロナウイルスの流行と、その間にも利用者に損失を与えることなく高品質のサービスを提供

するための方策の 1 つとして、ブラジル産業財産庁（INPI）は、地理的表示マニュアルの初版案

に関するパブリックコメントの募集期限を 45日間延長し、2020 年 5 月 27日まで延長することを

決定した。本件は、2020 年 2 月 27 日付 INPI/DIRMA 省令第 1 号に則って行われている手続

き。 

 

日付 2020 年 4 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://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-vai-acelerar-exame-de-patentes-relativas-ao-
combate-do-covid-19 

タイトル INPI、Covid-19 対策関連特許の審査を迅速化 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新技術の製品化やライセンス化の奨励を目的に、新型コロナ

ウイルスの流行対策として利用可能なイノベーションに関連した出願特許の審査を優先化させ

る。この措置は、4 月 7 日付の産業財産官報（RPI）にて 2020 年付省令第 149 号として公

示された。特許の優先審査制度には、統一保健システム（SUS）向けの戦略的医療技術を対

象としたものが設けられているが、この度、新型コロナウイルス対策に関連した技術もこの優先審

査制度に含められたもの。2021 年 6 月 30 日までに出願された特許を対象とする。 

 

日付 2020 年 4 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 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/colunas/painelsa/2020/04/empresa-de-cosmetico-pede-
registro-da-marca-coronavirus-no-inpi.shtml 

タイトル 化粧品会社がコロナウイルスを登録商標として INPI に出願 
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日付 2020 年 4 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/04/projeto-para-quebrar-patente-em-
razao-da-covid-19-une-pt-a-base-de-bolsonaro.shtml 

タイトル Covid-19 対策を理由とした特許権剥奪に関する法案で、労働者党とボルソナーロ大統領の支

持基盤政党が合流 

 

日付 2020 年 4 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/leo-dias/2020/04/09/lives-solidarias-de-cantores-
viram-alvo-de-adulteracao-e-pirataria.htm 

タイトル 団結を呼びかける歌手らによるライブの生配信が、改変と海賊版行為の標的に 

 

日付 2020 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-abr-10/microempreendedor-nao-comete-concorrencia-
desleal-decide-tj-sp 

タイトル 零細事業者は不公正な競争行為を訴えた訴訟から保護されうる 

 

日付 2020 年 4 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-prorroga-suspensao-de-prazos-ate-30-de-abril 

タイトル INPI、期限の進行の一時停止及び職員のテレワーク期間を 4 月 30 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 14 日、2020 年付省令第 161 号を産業財産官報

（RPI）上で公布した。この省令により、COVID-19 の感染拡大を予防するための行政措置とし

て 2020 年付省令第 120 号で規定された手続き期限を一時的に無効化する措置が、4 月 30

日まで延長される。この措置は INPI で進行中の全ての手続きに適用されるもので、全ての案件

に設定されている期限が一時的に無効になっている。また期限の進行も一時停止されており、こ
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の措置の終了とともに期限の進行を再開させる。この間に期限が設定された手続きに関しても、

この措置の終了後に期限の進行が開始される。なお、今回の期限の一時停止措置に従うかは

任意であり、オンラインシステムを通じて期限内に申請手続きを完了することも認められる。同様

に、2020 年付省令第 119 号で定められた INPI 職員のテレワーク実施期間も延長される。 

 

日付 2020 年 4 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/observatorio-faz-estudo-sobre-patentes-de-ventiladores-
pulmonares 

タイトル 人工呼吸器関連特許に関する特許の調査結果を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、人工呼吸器に関連した出願特許の特定を目的として Covid-

19 関連技術調査チームが作成した「人工呼吸器に関連する出願特許」と題した調査結果を公

表した。全 856 件の特許文書が抽出され、そのうち 332 件が国内で付与された特許もしくは出

願中のものであった。このうち審査中の特許について、INPI では 4 月 7 日、新型コロナウィルスの

流行対策で利用可能なイノベーションに関連した特許の優先審査に関する 2020 年付省令第

149 号を公布している。 

 

日付 2020 年 4 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2020/04/16/com-visual-polemico-nova-
yamaha-mt-03-e-registrada-no-brasil.ghtml 

タイトル ヤマハ、MT-03 の賛否両論のあるデザインをブラジルで登録 

 

日付 2020 年 4 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 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/655006-projeto-prioriza-analise-de-patentes-
relacionadas-ao-combate-a-pandemia-de-covid-19 

タイトル COVID-19 大流行の対策に関連する特許審査の迅速化を図る法案 
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要約 連邦下院議会で現在審議中の 2020 年付法案第 1,649 号は、2020 年付法令第 13,979 号

（全国防疫法）を改正し、COVID-19 のパンデミック対策に用いられる製品・技術の産業財産

権の審査を簡素化することにより出願審査を優先的に実施しようとするものである。ブラジル産

業財産庁（INPI）への申請料やその他手数料を免除する規定も盛り込まれている。法案を提

出した下院議員らは、COVID-19 に感染した重症患者の命を救えるイノベーションが治療現場に

行き届く上で、産業財産出願後の審査の遅れがそれを阻害する要因の 1 つとなりうると主張す

る。 

 

日付 2020 年 4 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 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/654992-projeto-suspende-durante-pandemia-
exclusividade-de-exploracao-de-produtos-patenteados/ 

タイトル パンデミック期間中に、特許化された製品の独占利用権を停止する法案 

要約 連邦下院議会で審議中の 2020 年付法案第 1,462 号は、産業財産法（LPI）を改正し、連

邦政府が公共衛生上の緊急事態を宣言している間に、特許で保護された製品・プロセスの独

占利用権を自動的に停止し、国や企業が一時的に利用可能とすることを認めるものである。同

法案では、新型コロナウィルスが引き起こす COVID-19 の大流行への対策に有効な技術に対して

適用されることも明記されている。現行の産業財産法では、権利の乱用、経済的地位の濫用、

対象特許の商用化が行われていない場合、市場のニーズを満たしていない場合、国家的緊急

事態、公益に叶う場合に、特許権者の許可なく強制ライセンスの発出を認めている。法案を提

出した議員らによると、公共衛生の緊急事態に立ち向かうためのメカニズムを設けることが目的で

あると説明する。イスラエル、ドイツ、カナダ、チリ、エクアドル、コロンビアでは、COVID-19対策の医

薬品・ワクチン・診断キット・医療資材への強制ライセンス付与が制度化されているという。 

 

日付 2020 年 4 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/dia-mundial-da-pi-celebra-a-inovacao-para-um-futuro-
verde 

タイトル 世界知的財産の日、グリーン技術に関するウェビナーを開催。申込受付中。 

要約 世界知的財産の日にあたる 4 月 26 日は、「グリーンな未来のためのイノベーション」を今年のテー

マとして全世界で祝福される。今日の決定が明日の地球を形作っていくことから、このキャンペーン

では、イノベーションとそれを支える産業財産権がグリーンな未来を創り出すための施策の根幹に
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あることを伝えていく。世界知的所有権機関（WIPO）によると、社会における発明の利用や自

身の活動のために産業財産システムを利用する発明家らが、化石燃料に基づく技術の代替グリ

ーン技術、天然・食糧資源管理の持続可能な仕組み作りなどに取り組むのを讃えるという。この

一環として、ブラジル産業財産庁（INPI）は WIPO 支部及びブラジル産業財産協会（ABPI）

とともに、国内におけるグリーン・イノベーションに関するバーチャルイベント（ウェビナー）を 4 月 27

日 14 時半から開催する。INPI よりグリーン特許の付与を受けた Eco Plantas、New Steel の 2 社

も登壇する。 

 

日付 2020 年 4 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/brasil/2020/04/22/interna-
brasil,847090/senacon-fiscaliza-pirataria-e-praticas-abusivas-em-vendas-online.shtml 

タイトル Senacon、オンライン販売における模倣品や違法品を監視 

 

日付 2020 年 4 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 Migalhas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.migalhas.com.br/quentes/325363/abpi-passa-a-integrar-futuro-conselho-do-
inpi-negocios 

タイトル ブラジル産業財産協会、開設予定の「INPI ビジネス」の評議会メンバーへ 

 

日付 2020 年 4 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 Globo Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Pesquisa-e-
Tecnologia/noticia/2020/04/embrapa-anuncia-dois-novos-diretores-executivos.html 

タイトル ブラジル農牧畜研究公社、新役員 2 名の就任を発表 
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日付 2020 年 4 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/prosul-lanca-boletim-de-patentes-em-dominio-publico-so 

タイトル Prosul、パブリックドメインとなっている Covid-19 関連特許の情報誌を公表 

要約 新型コロナウイルスの大流行への対策支援を目的として、Prosul は入院患者を支援することが

可能な医療機器技術に関連する情報を中心とした COVID-19 対策技術のパブリックドメイン特

許に関する情報誌を発行した。この文書では、パブリックドメイン化された特許文書として参照可

能な医療器具・人工呼吸器・防護具などに関連する発明を、Prosul 加盟国毎に紹介してい

る。この情報誌の作成に際し、ブラジル産業財産庁（INPI）では、連続送風型人工呼吸器と

モニタリング手法、患者の自動モニタリング装置、マイクロプロセッサ搭載型人工呼吸器、衣服

及び製造手法、手術室及び素材準備工程に適合した撥水性・膨張性を備えたラミネート素材

の 5 つの特許を取り上げた。 

 

日付 2020 年 4 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://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-prorroga-suspensao-de-prazos-e-teletrabalho-
temporario-ate-15-de-maio 

タイトル INPI、手続き期限の一時停止及び職員のテレワーク期間を 5 月 15 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 28 日、2020 年付省令第 166 号を産業財産官報

（RPI）上で公布した。この省令により、COVID-19 の感染拡大を予防するための行政措置とし

て、2020 年付省令第 120 号で規定された手続き期限を一時的に無効化する措置が、5 月 15

日まで延長される。同様に、2020 年付省令第 119 号で定められた INPI 職員のテレワーク実施

期間も延長される。 
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日付 2020 年 4 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://www.inpi.gov.br/noticias/evento-do-dia-da-pi-mostra-exemplos-bem-sucedidos-de-
uso-de-patentes-verdes 

タイトル 世界知的財産の日のイベントにて、グリーン特許の活用例を紹介 

要約 4 月 26 日の世界知的財産の日を記念するイベントの一環として、この分野で革新的な活動を

展開する企業の関係者や専門家らが 4 月 27 日、グリーン特許に関するバーチャルイベント（ウェ

ビナー）に参加した。ブラジル産業財産庁（INPI）、世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジ

ル産業財産協会（ABPI）が共催したもの。INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、ブラ

ジルでは貧困層が抱える固形廃棄物や下水処理、建設技術などの分野での技術研究への投

資が必要だと説明。また、企業による産業財産資産の保護を普及させるための INPI ビジネス・プ

ログラムを創設することも伝えた。今年の世界知的財産の日は「グリーンな未来のためのイノベーシ

ョン」をテーマに据えている。本イベントでも、持続可能性分野のビジネスに差異化をもたらす産業

財産に関する経験を共有する目的で、INPI のグリーン特許制度を活用して特許を取得した 2 社

が登壇者として招かれた。Eco Panplas 社は、使用済みプラスチック包装のリサイクルシステムの

特許を取得。また New Steel 社は、鉱石及び鉄鉱石残渣物に対する大量の水の節約と廃棄

量削減を実現する加工処理技術に関するグリーン特許を保有している。 

 

日付 2020 年 4 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 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-abr-28/engel-clementel-licenca-compulsoria-patente-
interesse-publico 

タイトル Covid-19：公益に基づく特許の強制ライセンス 

 

日付 2020 年 4 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 Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/negocios/estados-unidos-citam-25-de-marco-em-relatorio-
sobre-pirataria/ 

タイトル 米国、サンパウロ市内の「3 月 25 日通り」を模倣品に関する報告書で言及 
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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。 

 

 


