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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.44（2020 年 6 月分） 

2020 年 7 月 8 日発行 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/observatorio-lanca-
mais-dois-estudos-sobre-medicamentos-para-tratamento-da-covid-19 

タイトル COVID-19 関連技術調査チーム、治療薬に関する調査結果をさらに 2 件公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、新型コロナウイルスの感染拡大をコントロールし、戦略的に

対策として利用されうる技術を収集する目的で実施中の COVID-19 関連技術調査チームによる

調査に関連し、新たに 2 つの報告書を公表した。1 つ目は、高活性高レトロウイルス療法

（HAART）の文献で知られるヒト免疫不全ウイルス（HIV）患者の治療に使用される抗ウイル

ス薬・ロピナビス（LPV）とリトナビル（RTV）に関する知識の概要を提供するもの。もう 1 つは、

抵抗性インフルエンザの治療用に 2014 年に日本で承認された、SARS-CoV-2 などの複数の

RNA ウイルスに対する広範な有効性を備えた抗ウイルス剤ファビピラビルに関するものとなってい

る。INPI に出願された特許に加え、COVID-19 の治療のためにファビピラビルを使用している各国

で実施中の臨床試験のリスト化も行われている。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-cria-pagina-para-
tirar-duvidas-sobre-volta-dos-prazos 

タイトル INPI、手続き期限の日数カウントの再開に関する疑問点を解消するためのページを公開 

要約 2020 年 5 月 31 日をもって、COVID-19 の感染拡大を理由として実施されていた手続き期限の

日数カウントの停止が解除されたことを受け、ブラジル産業財産庁（INPI）は利用者の疑問点
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を解消することを目的とした専用ページを開設した。手続き期限の日数カウントは、2020 年 6 月

1 日より再開されている。 

 

日付 2020 年 6 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/startup-avctoris-facilita-o-registro-de-copyright-
direitos-autorais-on-line-durante-a-
pandemia,42a4b39679a927e2c02e8ac517cb980fkp7klron.html 

タイトル スタートアップの Avctoris、感染拡大下でのオンライン著作権登録を容易に 

 

日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/ompi-disponibiliza-
novo-servico-de-certificacao-de-tempo 

タイトル WIPO、特定時点の存在証拠認証サービスを提供開始 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）は、あるデジタルファイルが特定時点に存在していたことを不可

侵な証拠として提供するサービスである WIPO PROOF の開始を発表した。このツールの提供開始

とともに、WIPO は特定時点認証機関（TSA）としての活動を開始する。同機関によると、

WIPO PROOF はデジタル経済で活動するイノベーターやクリエイターが、その構想から商品化に至

る開発の全過程でその成果を保護し、デジタル化された世界での一種の「デジタル公証人」とし

て機能するものだという。WIPO は、同サービスが信頼の置ける検証可能な証拠として、所有物、

以前からの存在、不適切な利用、その他法的手続きに関する訴訟で活用可能なものとなり、

世界規模の産業財産システムを補完するサービスとなると説明している。 

 

日付 2020 年 6 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 Quatro Rodas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/picape-chinesa-anti-hilux-que-quer-dominar-o-
mundo-e-registrada-no-brasil/ 

タイトル Hilux に対抗し世界での席巻を狙う中国製ピックアップトラックがブラジルで登録される 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/evento-on-line-no-
dia-04-06-vai-esclarecer-duvidas-sobre-prazos-processuais 

タイトル 6 月 4 日のオンラインイベントで、手続き期限に関する疑問点を解消 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のダヴィソン・ヘゴ・メネーゼス オンブスマンが、サンパウロ州産業財

産協会（ASPI）とのオンラインイベントに参加する。Instagram 上の INPI 及び ASPI のチャンネル

で公開されるもの。新型コロナウイルスの感染拡大を予防するべく、手続き期限の日数カウントは

3 月 16 日から停止されていたが、6 月 1 日から再開された。これに関連し、産業財産システム

利用者の疑問点を解消していく。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/sistemas-de-ti-
ficarao-indisponiveis-no-final-de-semana 

タイトル IT システムが週末に機能停止に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、6 月 5 日（金）21 時から 6 月 7 日（日）20 時の間に

IT システムの緊急メンテナンスを実施する。この間は一時的にシステムが利用不可能となる。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/priorizacao-de-
pedidos-de-patentes-relacionadas-a-covid-19-ganha-painel-interativo 

タイトル COVID-19 関連特許の優先審査事業の状況を示すインタラクティブ情報パネルが登場 

要約 新型コロナウイルスの世界的流行に対処するための解決策の探求を推進すべく、ブラジル産業

財産庁（INPI）ではこの 4 月に、COVID-19 関連製品・プロセス・機材に関連する出願特許の

優先審査を開始した。ブラジル保健省の要請に基づく数十件の出願特許の優先審査案件を

含め、情報開示を求める声が大きいことを受けて、INPI 内の当事業の担当チームではインタラク

ティブな情報パネルを作成した。ここでは優先審査の状況に加えて、現在どの手続き段階にある

か、出願元国、技術分野、出願事項といった出願特許の内容について検索することが可能とな
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っている。INPI に対し優先審査申請が行われた特許全 82 件のリストも参照することができる。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-
noticias/produtos_e_servicos_tipicos_do_brasil_entram_no_classificador_da_ompi 

タイトル ブラジル独特の製品・サービスが WIPO の区分に追加 

要約 ブリガデイロ、ポン・デ・ケージョ、アサイボウル、ミナスチーズ、カポエイラ教育、ショリーニョの公演な

ど、ブラジル独特の製品・サービス 668 点が、世界知的所有権機関（WIPO）の製品・サービス

区分である Madrid Goods and Services Manager（MGS）に 2020 年 6 月 5 日より加えられ

る。これはブラジルの商標権・産業財産権法規にとって、単純ながらも実効的なマイルストーンと

なる。MGS 上でこれらのデータに簡単にアクセスできるようになると、他国の産業財産庁がブラジ

ルの歴史や生産活動で典型的な製品やサービスに排他的な商標を付与してしまうことを防ぐこと

ができるようになる。この取組みは、区別される製品やサービスに直接関連する特徴的な標識の

登録は認められないという 1996 年付法令第 9,279 号（産業財産法）第 124 条第 VI 項の

規定が、世界の大部分の法規でも定められている事実に基づいている。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-divulga-tabela-
para-auxiliar-na-recontagem-de-prazos-suspensos 

タイトル INPI、手続き期限の日数カウント再開を補助する表を公表 

要約 2020 年 6 月 1 日から再開された、手続き期限の日数カウントの再開における利用者への便宜

のため、INPI ポータルサイト上で日数計算を補助する表が公開された。これは、6 月 4 日に開催

されたサンパウロ産業財産協会（ASPI）とのオンラインイベントにて、ブラジル産業財産庁

（INPI）のダヴィソン・ヘゴ・メネーゼス オンブスマンが表明したのに基づくもの。 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-celebra-o-dia-
mundial-do-meio-ambiente-com-tempo-de-decisao-final-de-1-2-ano-em-prioritario-de-
patentes-verdes 

タイトル INPI、グリーン特許の付与に要する平均期間を 1.2 年に短縮し、世界環境デーを祝福 

要約 6 月 5 日の世界環境デーを迎えるに際し、ブラジル産業財産庁（INPI）では、産業財産の分

野においても、調和とバランスを図りながら自身が存在する社会に違いをもたらそうと努力する

人々や革新的な企業の間で、持続可能な技術の開発における責任がますます重みを増してい

ると認識している。こうした活動を支援すべく、INPI では、環境に関連する技術に関わる出願特

許の審査を迅速に行ない、早期に社会で利用できる新技術の特定を実現し、技術のライセンス

化や国内のイノベーションを奨励するためのグリーン特許プログラムを設けている。グリーン特許の付

与に要する期間は、プログラムへの申請から起算し 1.2 年となっている。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/cessao-do-predio-da-
mariz-e-barros-13-2013-praca-da-bandeira 

タイトル バンデイラ広場に面するマリス・イ・バッホス通り 13 番地の建物を譲渡 

要約 経済省生産性・雇用・競争性特別局のカルロス・ダ・コスタ局長とブラジル産業財産庁

（INPI）のクラウジオ・フルタード長官は、6 月 5 日に行われたオンライン式典にて、リオデジャネイ

ロ市内バンデイラ広場に面するマリス・イ・バッホス通り 13 番地の建物を、連邦道路警察に無償

譲渡した。今回の譲渡は、現在の連邦政府の体制下で迎える新たなフェーズを示すもので、INPI

が産業財産資産を通じて、ブラジル社会と国内外の科学コミュニティーに対するサービス提供に最

善の努力を厭わないことを反映したものと言える。 
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日付 2020 年 6 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 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/ultimas-noticias/divulgadas-novas-
diretrizes-de-exame-de-pedidos-de-patente-de-biotecnologia 

タイトル バイオテクノロジー特許出願に関する新たな審査基準を公表 

要約 バイオテクノロジー特許出願に関する新たな審査基準に関する 2019 年度第 1 号のパブリックコ

メントの募集結果を受け、ブラジル産業財産庁（INPI）は、本テーマに関連した 20 の団体から

示された意見や提案を収集分析した見直し検討グループでの作業結果を公表した。新たな審

査基準の最終文面は、INPI 管轄事項を担当する連邦特別検察部に送付され、近日中に公

表される見通し。 

 

日付 2020 年 6 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 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/ultimas-noticias/evento-virtual-
apresentara-invencoes-premiadas-em-concurso-do-prosul 

タイトル Prosul の発明コンテスト受賞者らが特許技術を解説 

要約 産業財産運営情報に関する協力フォーラム（Prosul）と世界知的所有権機関（WIPO）は、

6 月 10 日、第 2 回ラテンアメリカ発明特許コンテストに関するバーチャルイベント（ウェビナー）を

開催した。ここでは受賞された発明について表彰者らが発表を行ない、参加無料であった。上位

2 名はブラジル人が受賞している。優勝したフェリペ・アンドレ・デ・アキノ・カルドーゾ氏は、汚染され

た潤滑油のプラスチック・パッケージのリサイクルシステムを発明し、ブラジル産業財産庁（INPI）

の「グリーン特許」制度下で約 3 年間の審査を経て特許の付与を受けた。またオズワルド・クルス

財団（Fiocruz）のナディア・ホドリゲス・マレット研究員は、集中治療室に入院中の高リスク未

熟新生児に代替食品を与える器具を発明し、2 位に輝いていた。また、急性感染症を気道で

引き起こすヒト呼吸器合胞体ウィルス（RSV）の治療のための診断技術を発明したチリ・カトリッ

ク大学のアレキス・カジェルギス氏が 3 位となり、それぞれが発明技術の解説を行なった。 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/novo-remanso-
ganha-indicacao-geografica-como-centro-de-producao-de-abacaxi 

タイトル ノヴォ・ヘマンソ地区がパイナップル生産地としての地理的表示を獲得 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 9 日、産業財産官報（RPI）第 2,579 号にて、ノヴォ・ヘ

マンソ産のパイナップルに対して原産地表示としての地理的表示の使用を認可した。ノヴォ・ヘマ

ンソ地域パイナップル生産者協会（ENCAREM）に対して付与されたもの。資料によると、アマゾ

ナス州イタコアチアラ市のノヴォ・ヘマンソ及びヴィラ・ド・エンジェーニョ地区、マナウス市カラムリ地

区、及びリオ・プレット・ダ・エヴァ市の一部では、パイナップルの栽培が 50 年以上にわたり続いて

いるという。伝統的手法、あるいは半機械化された栽培においては、家族農業に多くの労働力

を頼っており、同地域の主要な生活手段となっている。アマゾナス州の農業分野ではこのようにし

てパイナップル栽培が定着しているが、特にノヴォ・ヘマンソ地域ではその傾向が強く、ブラジル全

土として見ても注目される存在となっている。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/ig-mantiqueira-de-
minas-agora-e-da-especie-denominacao-de-origem 

タイトル 地理的表示の「マンチケイラ・デ・ミナス」を原産地名称に変更 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、豆もしくはミルされた焙煎加工コーヒー及びコーヒー生豆に対す

るセッハ・ダ・マンチケイラ地域の原産地表示について、登録内容を変更する申請を認め、マンチ

ケイラ・デ・ミナスの原産地名称へと変更された。2020 年 6 月 9 日付産業財産官報（RPI）第

2,579 号にて公示されたもの。この変更申請は、2016 年 5 月 5 日にマンチケイラ・コーヒー生産

者協会（APROCAM）から行われていたもの。地理的表示の内容変更は、2018 年付基本通

達第 95 号の第 15～22 条に規定されている。登録内容変更のメリットとしては、その地域での

活動に関わる全員に利用されるように、あるいは技術規則仕様書に規定される規則に適応する

ため、生産者や役務提供者の現実に即した変更を加えることができる点が挙げられる。 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-divulga-plano-
de-integridade-para-o-bienio-2020-2021 

タイトル INPI、2020/2021 年期の 2 ヵ年統合計画を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年 5 月 28 日付省令第 231 号を通じて、同庁で業務

に当たる全職員に対して汚職・詐欺行為の撲滅と倫理向上に関する恒久的な約束に関する、

2020/2021 年期の統合計画内の上級管理職宣言における変更点を承認した。INPI の統合計

画は 2 年で実施されるもので、ここでは効率性や時間を重視したモニタリング過程の最適化、

2020 年 4 月 17 日付の INPI 新リスク管理マニュアルに基づいた責任・役割・技術規定・定義、

2019 年 1 月 4 日付 CGU 省令第 57 号で定義される統合的運営に対するリスクの新概念につ

いて定めている。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-continuara-em-
trabalho-remoto-ate-resultado-de-estudo-para-retorno 

タイトル INPI、通常復帰へ向けた検討作業が完了するまでテレワークを継続 

要約 現在、一時的にテレワーク制度に移行している全職員が、ブラジルの公共サービスや社会経済活

動の他分野の歴史においても前代未聞の新しい事態を経験している。そして今は、元通りに戻

すにはいつが最適のタイミングなのかが、防疫期間中の全員にとってのジレンマとなっている。ブラ

ジル産業財産庁（INPI）でも、未だその答えは出てない。長官及び理事会は先週、管理部と

ロジスティクス総合コーディネイト部に対し、通常復帰に関する検討資料の作成を指示した。これ

は、庁内の産業医課と同庁を補助する保健省フィオクルス財団の感染症医師が指揮を執る技

術チームが細かな基準を設けて監修し、多くの要素を考慮して作成される。INPI には、革命 4.0

や技術進歩と深く関連した公的機関として、最高の業務遂行能力を社会に提供する義務があ

ることを認識している。しかしながらこの義務は、INPI の職員が本部や地域支部での通常業務に

復帰する前提である、最適な衛生状態、福利厚生、職員の健康状態に対する配慮を越えて

優先されるものではない。そのため、各事務所への職員の復帰は、2020 年 6 月 30 日以前に

行われることはない。 
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日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/inpi-divulga-estudo-
sobre-patentes-de-ia-depositadas-no-brasil 

タイトル INPI、ブラジルで出願された人工知能特許に関する調査を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、「人工知能：ブラジルで出願された特許を通じた技術マッピン

グ分析」と題した技術レーダー誌第 21 号を公表した。ブラジル産業開発庁（ABDI）とのパートナ

ーシップに基づき、INPI の特許・コンピュータープログラム・回路配置利用権部  調査事業課

（DIESP）が作成したもの。ここでは、2002～2019 年にかけてブラジル国内で出願された人工知

能（AI）に関連する技術のマッピングや、一般的な出願特許と比較した AI 関連特許の出願

数の推移、国内外の出願件数上位者、ブラジル国内で特許保護を企図する AI 関連の出願

案件が集中する分野の特定が試みられている。 

 

日付 2020 年 6 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/inpi-e-cas-estabelecem-
acordo-de-cooperacao-tecnica-para-reforcar-combate-ao-backlog-de-patentes 

タイトル INPI、CAS と特許バックログ削減を強化する技術協力を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、米国化学学会の非営利団体部門である CAS と、特許審査

の迅速化に関する技術協力協定（ACT）を締結した。6 月 10 日付の連邦官報に締結文書

が公示されている。この協定では、同庁における特許関連業務のフロー改善を目的として、INPI

が CAS の検索報告書にパイロット事業として参加することが規定されている。今回試験を経て最

適化されるこの技術によって、審査官の分析に重要な出願特許のパラメータから、最新技術との

類似性が評価できるようになる。またこのシステムでは、人間が選択する情報に機械学習が組み

合わせられることで、検査結果の向上も見込んでいる。 
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日付 2020 年 6 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2020/06/10/suzuki-v-strom-1050-e-registrada-
no-brasil-conheca-detalhes-da-moto.ghtml 

タイトル スズキ V-Storm 1050 がブラジルで登録される 

 

日付 2020 年 6 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 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/ultimas-noticias/observatorio-covid-
19-divulga-informacoes-sobre-registros-de-programa-de-computador 

タイトル Covid-19 関連技術調査チーム、コンピュータープログラムの登録に関する情報を公表 

要約 新型コロナウィルス対策に貢献できる可能性のある技術の広報を目的として、Covid-19 関連技

術調査チームは、ブラジル産業財産庁（INPI）のデータバンクで利用可能な、昨今のパンデミック

と直接関連したコンピュータープログラムに関する Web ページを制作した。 

 

日付 2020 年 6 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 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/diretora-de-patentes-figura-
em-lista-das-100-mulheres-mais-influentes-em-pi 

タイトル 特許部長、産業財産分野で最も影響力のある女性 100 人のリストに選出 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）特許・コンピュータープログラム・回路配置利用権部のリアネ・ラージ

ェ部長は、World IP Review 誌により世界の産業財産分野で最も影響力のある女性 100 人の

うちの 1 人に選出された。選出にあたっては、特許審査の時間短縮を目的としたバックログ削減

計画での貢献について触れられている。同氏は、化学工学の修士・博士号を有し、1998 年に産

業財産分野の研究者として入庁して以来 INPI で勤務。有機化学課長、特許総合コーディネイ

ト部長を務めた。また入庁前には、ブラジル北東部石油化学（Copene）、リオデジャネイロ連

邦大学（UFRJ）Coppe 研究所の膜技術処理研究室にて、15 年間研究者として務めた経歴

を持つ。 
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日付 2020 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-jun-12/tomimaru-peixoto-depositos-marcas-
relacionadas-covid-19 

タイトル Covid 関連商標の出願事例における司法上の影響 

 

日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/inpi-inicia-nova-fase-
para-se-consolidar-entre-os-principais-institutos-do-mundo 

タイトル INPI、世界の主要な産業財産庁の 1 つとしての地位を確保すべく新たなフェーズへ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、英国政府の Prosperity Fund により資金が提供されているコ

ンサルタント・コンソーシアムを通じて、庁内の業務プロセスに関する包括的な見直し作業を開始

した。投資額は 3 百万ポンド（約 1,950 万レアル）。INPI の効率性向上事業の第三フェーズと

なる。この取組みは INPI 活動計画にも含まれているもので、商標の国際出願のためのマドリッド

プロトコルへのブラジルによる加盟や、2021 年にも審査時間の国際水準への短縮を目指す特許

バックログ削減事業の導入のようなマイルストーンを経てきた同庁の近代化指針に即している。

INPI 内の運営委員会が中心となって作業を進め、3 年間の活動期間を見込む。経済省生産

性・雇用・競争性特別局の支援も受けている。 

 

日付 2020 年 6 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2020/06/15/internas_econ
omia,863739/empresas-apostam-em-novas-formas-de-producao-e-inovam-no-combate-a-
cov.shtml 

タイトル 新たな生産方式を試み、COVID-19 対策で革新する企業 
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日付 2020 年 6 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 Quatro Rodas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://quatrorodas.abril.com.br/noticias/novo-nissan-x-trail-tera-farois-de-fiat-toro-para-
encarar-o-jeep-compass/ 

タイトル 日産の新型 X-Trail、Fiat Toro のヘッドライトを備え Jeep Compass に対抗 

 

日付 2020 年 6 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 Gazeta do Povo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/a-ciencia-e-a-inovacao-vao-derrotar-o-
coronavirus-e-a-crise-de-saude/ 

タイトル 科学とイノベーションが新型コロナウイルスと医療機器を打ち負かす 

 

日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/teletrabalho-
temporario-e-prorrogado-ate-30-de-junho 

タイトル 一時的なテレワーク措置を 6 月 30 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、COVID-19 の感染拡大防止のための行政措置として実施して

いる一時的なテレワークを 6 月 30 日まで延期した。これを定めた 2020 付 INPI 省令第 243 号

は、産業財産官報（RPI）第 2,580 号に公示されている。 

 

日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/protocolo-de-madri-
designacoes-ao-brasil-e-oposicoes 

タイトル マドリッドプロトコル：ブラジルの指定と異議申立て 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）としてマドリッドプロトコルに関連する利用者の疑問を解消するた

め、産業財産官報（RPI）で公示されるブラジルの指定と異議申立てに関する要点を記す。ま
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ず、ブラジルを指定国とした場合の割当て番号は、世界知的所有権機関（WIPO）への国際

登録番号（IRN）の先頭に 50 を冠したものとる。異議申立てと、RPI 上におけるその異議申立

ての通知方法に関しては、国内出願と同様に国際出願も第三者の異議申立ての対象となるた

め、RPI 上で「異議申立て表明通知」の項が新たに設けられ、ここにてその通知が行われる。

「Meus Pedidos（私の申請）」機能を利用して電子メールによる通知を受けるには、検索システ

ム「Busca Web」上でログインし、フォローしたい案件を検索後に登録し「私の申請」の対象リストに

加えることで、RPI に何らかの関連する通知が行われた際に、メールでも通知が行われるようにな

る。異議申立てに対する意見表明は、ブラジルの審査システムでは義務ではなく、異議申立て内

容の審査は「商標マニュアル」内の「異議申立て申請の審査」に沿って行われる。国際出願の権

利者が意見表明を行なう場合には、ブラジル国内に居住する代理人を立てる必要がある。 

 

日付 2020 年 6 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 Auto Esporte ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2020/06/toyota-registra-yaris-mais-
moderno-e-seguro-no-brasil-mas-mantera-modelo-atual.html 

タイトル トヨタ、Yaris の安全性を高めた新モデルを登録するも、現行モデルを維持 

 

日付 2020 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-jun-18/ana-lucia-borda-protocolo-madri-brasil 

タイトル マドリッドプロトコルに「ブラジルらしさ」が加えられる 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/comunicado-sobre-
manutencao-programada-dos-sistemas 

タイトル システム・プログラムのメンテナンスについて 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 19 日（金）20 時から 21 日（日）20 時にかけて、機

器プログラムのメンテナンスを実施する。そのため、この間はシステムが利用できなくなる可能性が

ある。 

 

日付 2020 年 6 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 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-jun-20/sobrenome-prevalece-direito-marca-registrada-
tj-rs 

タイトル リオグランジドスル州司法裁判所、姓は商標権より優先されると判断 

 

日付 2020 年 6 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 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/mercado/2020/06/julgamento-que-afeta-patente-de-
remedios-mobiliza-laboratorios.shtml 

タイトル 医薬品特許に影響する審理に製薬会社らが対応を講じる 

 

日付 2020 年 6 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 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/ultimas-noticias/exame-prioritario-de-
patente-veja-qual-modalidade-utilizar 

タイトル 特許優先審査：どの制度を利用するべきか 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、特許出願の審査迅速化を目的とした様々な優先審査事

業を用意している。しかしながら、どのカテゴリで申請を行なえばよいのか分からないためにサービス
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の利用自体を諦めているケースも多い。同庁特許部は、最適な制度を選びやすくするため、優先

審査手続きを申込む際の参考となる Q&A を作成し公開した。 

 

日付 2020 年 6 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/ultimas-noticias/inpi-concede-
indicacao-geografica-caico-para-bordado 

タイトル INPI、カイコー産の刺繍に地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 23 日、カイコー産の刺繍製品に対し原産地表示としての

地理的表示を付与した。産業財産官報（RPI）第 2,581 号に公示されたもの。この地理的表

示は、2018 年 6 月 25 日にセリドー工芸品組合及び同協会の地域委員会から申請されていた

もの。リオ・グランジ・ド・ノルテ州のカイコー、チンバウーバ・ドス・バチスタス、サンフェルナンド、セッハ・

ネグラ・ド・ノルテ、アカリー、サン・ジョゼ・ド・サブギー、ジャルジン・ド・セリドー、イプエイラ、クルゼッ

タ、サン・ジョゼ・ド・セリドー、ジュクルトゥ、オウロ・ブランコ市を対象地域として定めている。申請

文書によると、同地域での刺繍芸術は 18 世紀にマデイラ島からのポルトガル人入植者の女性

により同州内陸部にもたらされたという。当初、刺繍は家の装飾や余暇、女性の職業訓練とし

て活用されていたが、製品需要の増加により機械の導入が開始された。その結果、短期間で

様々な作品が生み出されるようになったが、手作りの刺繍と同等の特徴を失わずにいる。その

後、仕上がりの品質やデザインの独創性から、ブラジルの他の地域では見られないカイコー刺繍と

して知られるようになった。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-disponibiliza-rol-
de-informacoes-classificadas-e-desclassificadas 

タイトル INPI、機密情報及び機密解除された情報のリストを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、同庁の透明性確保及びユーザ対応ポリシー第 42 条第 IX 項

と、2012 年 5 月 16 日付政令第 7,724 号の第 45 条の規定に則り、情報の適切な開示を目

的として、機密情報及び機密解除された情報のリストの最新版を公表した。 
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日付 2020 年 6 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 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/671925-parlamentos-regionais-da-america-latina-
buscam-garantir-vacina-gratuita-contra-novo-coronavirus/ 

タイトル ラテンアメリカ地域の議員らが新型コロナウイルス・ワクチンの無料提供の可能性ついて協議 

要約 ラテンアメリカ・カリブ地域各国の議会議長らが、新型コロナウイルス・ワクチンを無料で誰でも入

手できるようにすることを目指す共同宣言を採択した。参加議員らは、世界知的所有権機関

（WIPO）に対しても、ワクチンに特許を付与しないような国際合意の取付けを行なうよう求めて

いる。オンラインで開催された会合には、中央アメリカ議会（Parlacen）、メルコスル議会

（Parlasul）、ラテンアメリカ議会（Parlatino）、アンデス議会（Parlandino）、欧州ラテンアメ

リカ議会（Eurolat）の代表者が出席。ラテンアメリカ・カリブ地域の国家元首及び政府首脳、

世界保健機関（WHO）、汎アメリカ保健機関（OPAS）に対し、コロナウイルス・ワクチンを無

料で提供し、一方で開発者に対しては適切な補償を行なうよう求めていく。Parlasul におけるブ

ラジル代表議員団の副団長を務めるアルリンド・シナグリア議員（PT 党、サンパウロ州選出）

は、特許はく奪に関する法案に対して現政権の支持が得られるかは疑問が残るとしつつも、ブラ

ジルには統一医療システム（SUS）があるために、将来的に無料でワクチンが配布されるだろうと

述べた。 

 

日付 2020 年 6 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 サイト Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/medley-e-reconhecida-como-marca-de-alto-
renome-pelo-instituto-nacional-da-propriedade-industrial-
inpi,ea1fe66d5bf3cbafba32ca2639c3ce670rptxw4c.html 

タイトル Medley、INPI に著名商標として認識される 

 

日付 2020 年 6 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-jun-28/regulamento-aduaneiro-tipificacao-penal-
importacao-produtos-falsificados 

タイトル 模倣品の輸入における税関規則と罰則分類 
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日付 2020 年 6 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 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/ultimas-noticias/abertas-inscricoes-
para-o-curso-geral-de-propriedade-intelectual-dl101p-br 

タイトル 産業財産総合講習（DL101P BR）の受講申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）と提携して実施する 2020

年度第 3 回となる産業財産総合遠隔講習（DL101P BR）の受講申込みを開始した。7 月

17 日まで受付。この講習は 7 月 28 日～9 月 25 日に実施され、ブラジルの法令に即した産業

財産の幅広いテーマについて総合的な理解を深めるもの。カリキュラムは 75 時間で、受講料は

無料。 

 

日付 2020 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-jun-29/opiniao-politica-antiambiental-brasileira-acordo-
mercosulue 

タイトル ブラジルの「反環境」政策がメルコスル・EU 間の協定承認を困難に 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-divulga-estudo-
completo-sobre-controle-de-trafego-em-cidades-inteligentes 

タイトル INPI、スマートシティーにおける交通制御に関する研究成果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジル産業開発庁（ABDI）とのパートナーシップの一環とし

て、同庁の特許・コンピュータープログラム・集積回路利用権部の研究事業課（DIESP）が作成

した技術動向誌「スマートシティーにおける交通制御」の完全版を公開した。現代の大都市では

渋滞により無数の負の影響がもたらされていることから、この研究では、都市モビリティーをテーマに

据え、世界中で出願される特許の出願動向を示し、より「スマート」と考えられる技術の特定を目

指した。そのために「スマートシティー」の用語概念と「スマートモビリティー」の理論の調査に加えて、

INPI に出願された特許の詳細な分析も行われている。 
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日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-mapeia-clusters-
de-inovacao-em-saude-no-brasil 

タイトル INPI、ブラジル国内の医療分野のイノベーション・クラスターをマッピング 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の研究者らは、COVID-19 対策の一環として、技術ソリューション

に貢献する可能性の高い革新的な零細・小企業の地理的な所在地を特定するため、ブラジル

の医療分野における国内特許出願者の調査を行なった。本調査は、ブラジル産業革新・研究

公社（Embrapii）及び国内イノベーションの奨励と産業財産システムの利用拡大を目的とした

INPI ビジネス・プログラムの提携により実現したもの。この調査結果は、6 月 30 日のウェビナー「ブ

ラジルにおける医療分野のイノベーション・クラスターのマッピング」にて発表された。調査では、バイ

オテクノロジー、医薬品、医療に応用される技術分野で活動するブラジル全土の零細・小企業

801 社を特定した。分析結果によると、サンパウロ州 356 社（44.4%）、パラナ州 101 社

（12.6%）、ミナスジェライス州 73 社（9.1%）の 3 州で 66.2%を占めている。業種を見ると、医

療に応用される技術を提供する企業が最も多くを占め（58%）、バイオテクノロジー企業の割合

は最も少なかったが、それでも 233 件の特許を有し、特にサンパウロ州とミナスジェライス州に集中

して所在している。これらの企業全体で合計 1,736 件の特許が出願され、マッピングされた企業

が潜在的な革新性を有していることが明らかとなった。 

 

日付 2020 年 6 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/teletrabalho-
temporario-e-prorrogado-ate-16-de-agosto 

タイトル テレワークを 8 月 16 日まで延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、COVID-19 の感染拡大予防のための行政上の措置として実

施している一時的なテレワーク措置を 8 月 16 日まで延長すること決定した。6 月 30 日付の産

業財産官報第 2,582 号に公示された 2020 年付 INPI 省令第 255 号に基づくもの。また職員

らは、「現業活動復帰計画」の指針や勤務表に則り、7 月 6 日より選択式で INPI 本部での勤

務に移行することが可能となる。一方で、8 月 14 日までの間は、リオデジャネイロ市が毎週発表

する情報次第で、この計画に変更が加わる可能性もある。 
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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。 

 

 


