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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.45（2020 年 7 月分） 

2020 年 8 月 7 日発行 

日付 2020 年 7 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-e-ompi-
oferecem-cursos-sobre-busca-e-redacao-de-patentes 

タイトル INPI、WIPO とともに特許検索・文書作成に関する講習を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）イノベーション・開発アカデミーは、世界知的所有権機関

（WIPO）との提携により「特許情報検索 – DL318P BR」及び「特許出願文書の基礎知識 – 

DL320P BR」を開講する。180 時間のカリキュラムが組まれ、ブラジル国内の専門家がチューターと

なり、ポルトガル語で実施される。受講料は学生 40 ドル、一般 60 ドル。2020 年 8 月 18 日～

11 月 27 日まで完全オンラインで実施される。 

 

日付 2020 年 7 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/terceira-edicao-do-
manual-de-marcas-tem-nova-revisao-publicada 

タイトル 商標マニュアル第 3 版の新改訂版を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2020 年 7 月 2 日、商標マニュアル第 3 版の改訂第 2 版を公

開した。利用者が改訂内容を把握できるよう、見直しが行われた点の詳細についても公表されて

いる。商標マニュアルは、出願手続きや申請のフォロー、審査官・検察官・一般利用者にとってリ

ファレンスとなる商標審査手順について記したもの。 
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日付 2020 年 7 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/governo-quer-mais-adesoes-ao-guia-comercio-de-
eletronico/ 

タイトル 政府、電子商取引ガイドラインへの幅広い参加を呼びかけ 

 

日付 2020 年 7 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/polo-aquatico-brasil-recebe-certificacao-emitida-pela-secretaria-
especial-do-esporte/ 

タイトル ブラジル水球リーグ、スポーツ特別局の認証を取得 

 

日付 2020 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-faz-
reconstituicao-e-restauracao-de-processos-de-marcas 

タイトル INPI、商標申請の再構築・復元を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2017 年付 INPI/PR 決議第 194 号に対応して、手続き書類

の一部もしくは全部が消滅・紛失・破壊された商標申請案件の再構築・復元手続きの一部が

完了したことを通知する。対象となった申請案件の一覧は、2020 年 7 月 7 日付産業財産官

報（RPI）第 2,583 号のセクション I「通告」の項に掲載され、各申請に対する公示は同 RPI 内

の商標の章に掲示されている。 

 

日付 2020 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-jul-08/tj-rs-mantem-fanpage-facebook-debocha-jornal 

タイトル リオグランジドスル州裁判所、新聞を風刺する Facebook 上のファンページを維持 
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日付 2020 年 7 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 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/2020/07/onda-de-drive-ins-faz-pipocar-sessoes-
de-cinema-piratas-pelo-pais.shtml 

タイトル 海賊版映画を流すドライブインシアターが、防疫期間中に全国で増加 

 

日付 2020 年 7 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/atuacao-transversal/academia/abertas-inscricoes-para-o-
curso-geral-de-propriedade-intelectual-a-distancia-dl101pbr 

タイトル 産業財産総合遠隔講習（DL101 BR）の受講申込受付を開始 

要約 2020 年度第 3 回となる産業財産総合遠隔講習（DL101P BR）の受講申込を、7 月 17 日

まで受け付けている。ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）の提携

により実施されるもので、7 月 28 日～9 月 25 日に開催。ブラジル法令に則った産業財産に関

連する様々なテーマに関する理解が深められる内容となっている。国内専門家がチューターとな

り、完全に遠隔学習方式で実施される。カリキュラムは 75 時間、受講料は無料。 

 

日付 2020 年 7 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/atuacao-transversal/academia/cursos-avancados-de-
propriedade-intelectual-a-distancia-inpi-ompi-tem-inscricoes-abertas-ate-24-07 

タイトル INPI が WIPO と共催する産業財産上級遠隔講習の受講申込を 7 月 24 日まで受付 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）が共催して開催する産業財

産上級遠隔講習は、受講申込を 7 月 24 日まで受け付けている。今年下半期には、「特許情

報検索上級講習（DL-318P BR）」と「特許出願文書の記述に関する上級講習（DL320 

BR）」の 2 つが開催される。受講料は学生 40 ドル、一般 60 ドル。2020 年 8 月 18 日～9 月

27 日に実施される。いずれもブラジル法令に即した内容となっており、国内専門家がチューターを

務めるほか、最終試験に合格した受講者には修了証が授与される。 
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日付 2020 年 7 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/sistemas-ficarao-
indisponiveis-a-partir-das-21h-desta-sexta-feira 

タイトル メンテナンスにより、今週末はシステムが利用不可能に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、緊急のシステムメンテナンスを実施することから、7 月 10 日

（金）午後 10 時より 7 月 12 日（日）午後 9 時の間、断続的にシステムが利用不可能と

なることを通知する。 

 

日付 2020 年 7 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-realiza-consulta-
publica-sobre-contratacao-de-servicos-de-infraestrutura-tic 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、IT 通信インフラサービスの契約に関するパブリックコメントを募集 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、IT 通信インフラの運用・サポートに特化したテクニカルサービスを

調達するための委託事項案に関するコメントを募集するため、7 月 8 日付の連邦官報

（DOU）に 2020 年付パブリックコメント第 1 号を公示した。関心のある者は、フォーマットに記

入したコメントを公示から 20 日以内に電子メールで提出すること。INPI では、当該期間の経過

後にコメントへの回答とともに委託事項の最終版を公表する。 

 

日付 2020 年 7 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-07/inpe-registra-nova-patente-de-
dispositivo-brasileiro-para-uso-espacial 

タイトル ブラジル宇宙研究所、ブラジルの宇宙用デバイスの新特許を出願 
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日付 2020 年 7 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2020/07/10/como-certificacoes-podem-
melhorar-imagem-de-produtos-brasileiros-na-europa.htm 

タイトル 欧州におけるブラジル製品のイメージは、認証によりどのように改善されるか 

 

日付 2020 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/ultimos-dias-de-
inscricoes-para-o-curso-geral-de-propriedade-intelectual-dl101pbr 

タイトル 産業財産総合講習（DL101P BR）の申込受付締切迫る 

要約 産業財産総合遠隔講習（DL101P BR）の申込受付は、7 月 17 日（金）をもって終了する。

本講習はブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と提携して実施す

るもので、7 月 28 日～9 月 25 日に開催。ブラジル法令に即した産業財産に関連する様々なテ

ーマに関連する総合的に理解を深めることができる。完全遠隔方式で実施され、受講は無料。

国内の専門家がチューターを務め、75 時間のカリキュラムからなる。 

 

日付 2020 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/mapa-da-prazo-para-
identificacao-de-produtos-com-nome-de-ig 

タイトル 農牧畜供給省、地理的表示の名称を伴った産品の特定に期限を設定 

要約 農牧畜供給省（MAPA）は、昨年政治合意されたメルコスル・EU 間の自由貿易協定で EU

側の地理的表示（IG）と見なされている名称を利用するブラジル国内の産品や農業加工品の

特定を行なうのに際して、その期限を 8 月 9 日として定めた。2020 年付省令第 1 号に規定さ

れたパブリックコメントの募集を通じて行われる。同省令は 2020 年 7 月 9 日付連邦官報

（DOU）に公示されている。MAPA は、同省の業者登録台帳からすでに予備的に対象となる

生産者を特定しリスト化している。パブリックコメントの主な対象となっている製品には、パルメザ

ン、フォンチーナ、グリュイエール、グラナ、ゴルゴンゾーラといったチーズや、ジュネーブ、シュタインヘーガ

ーといった飲料が含まれる。 
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日付 2020 年 7 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2020/07/14/juiza-diz-que-uso-
de-spray-pela-fifa-nao-viola-patente-entidade-comemora.htm 

タイトル 裁判所、FIFA によるスプレーの使用は特許侵害に当たらないと判断し、FIFA が祝福 

 

日付 2020 年 7 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 サイト PEGN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistapegn.globo.com/Startups/noticia/2020/07/pesquisa-levanta-os-principais-
erros-juridicos-das-startups-brasileiras.html 

タイトル ブラジルのスタートアップの主な法律上のミスに関する調査が行われる 

 

日付 2020 年 7 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-participa-de-
evento-sobre-pi-na-industria-4.0 

タイトル INPI、インダストリー4.0 における産業財産に関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 14 日（火）、「産業財産 4.0：第四次産業革命におけ

る産業財産」と題したオンライン・イベントに参加した。このイベントは、最近の技術的変化と生産

シナリオによって産業財産システムがどのような変化を受けるのかを協議するもの。INPI、世界知

的所有権機関（WIPO）、ブラジル工業連盟（CNI）、ブラジル産業財産協会（ABPI）の提

携にて開催された。イベントの冒頭、INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、新たな情報

通信技術（ICT）ソリューションを導入し、同庁の生産性向上を実現できたことを強調。さらに、

INPI のサービスと利用者の関係の改善を目的とした IP Digital プロジェクトの一環で取り組まれて

いる様々な施策を紹介した。 
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日付 2020 年 7 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/inpi-e-spu-
formalizam-transferencia-do-edificio-a-noite-para-a-uniao 

タイトル INPI 及び SPU、A Noite ビルの国への譲渡を正式に決定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と経済省国家資産管理コーディネイト局（SPU/ME）は 7 月 16

日（木）、A Noite ビルの国への譲渡を正式に取り交わした。この手続きにより、SPU はブラジル

のアールデコ様式の代表的建築の 1 つとされる同ビルの売却に着手する。INPI のクラウジオ・ヴィ

ラール・フルタード長官は、同庁の創立 50 周年となる年に A Noite ビルを SPU に譲渡するという

大きな決断に至ったと説明。これにより、同庁が社会に提供してきた成果を一層確固たるものと

し、生産性の大幅な向上を実現するとともに、INPI 4.0 へ向けた道を開いていくと語った。 

 

日付 2020 年 7 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 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-realiza-consulta-
publica-sobre-contratacao-de-software 

タイトル INPI、ソフトウェア契約に関するパブリックコメントの募集を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 16 日付連邦官報（DOU）にて 2020 年付パブリックコ

メント募集第 2 号の公示を行ない、ソフトウェア専門サービスの調達に関する委託事項案へのコ

メントの募集を開始した。関心のある者は、フォーマットに記入したコメントを公示から 20 日以内

に電子メールで提出すること。INPI では、当該期間の経過後にコメントへの回答とともに委託事

項の最終版を公表する。 

 

日付 2020 年 7 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 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/lancado-mais-um-
estudo-do-observatorio-covid-19-sobre-medicamentos 

タイトル COVID-19 対策医薬品に関するさらなる技術調査結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新型コロナウイルスの感染拡大の管理・抑制対策に利用され

る技術の収集を目的として COVID-19 技術調査チームが実施している一連の調査について、新
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たな成果報告書を公表した。今回は、モノクロナール IL-6 受容体抗体について、特にブラジルで

特許出願された医薬品トシリズマブ及びサリルマブに関連する一連の特許を紹介している。いず

れも COVID-19 による症状の重篤化対策として臨床試験中のもの。これらの特許がすでに出願

され、INPI においてそれらがどのような状況となっているかを把握することは、SARS-CoV-2 に感染

した際の治療に有効性が示された際の意思決定に有益となる。今回の調査では、保健省が

INPI に対して COVID-19 の治療用に提案されている医薬品に関連した出願特許の審査を迅速

化するよう 2020 年 5 月に要請したことにも言及している。同省が提示したリストには、トシリズマ

ブ及びサリルマブに関連する出願も複数含まれていた。 

 

日付 2020 年 7 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/07/21/operacao-no-rj-mira-pirataria-
de-cursinhos-preparatorios-para-concursos.ghtml 

タイトル リオデジャネイロ州文民警察、公務員試験対策講座で用いる教材の海賊版行為の捜査にて、

1,500 万レアルを売り上げていたハッカーら 9 人を逮捕 

 

日付 2020 年 7 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/inpi-disponibiliza-
pagina-de-perguntas-frequentes-sobre-acesso-aos-sistemas 

タイトル INPI、システムへのアクセスに関する「よくある質問」のページを開設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、お問合せ窓口（Fale Conosco）に多く寄せられた利用者か

らのニーズに対応し、データの回復、登録内容の変更、システムへのアクセスが困難であるといった

テーマについて、よくある質問のページを開設した。利用者がその場で迅速かつ自主的に問題解

決を図ることができるようにするもの。示された手順に沿って進めることで、Fale Conosco システム

における 7 日間以内と定められた対応期間を待たずに、自身で問題を解決できるようにしてい

る。 
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日付 2020 年 7 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/decisoes-de-
patentes-crescem-e-backlog-cai-no-primeiro-semestre-de-2020 

タイトル 2020 年上半期、特許の査定数が増加しバックログが減少 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、本年 6 月までのパフォーマンスをまとめた業務報告書を公表し

た。2020 年 INPI 活動計画の第 2 回改訂についても触れられており、本計画では COVID-19 の

感染拡大に伴い様々な制約に直面しているにもかかわらず、本年の当初目標が実質的に維持

されている。戦略的施策の 1 つである「特許バックログ削減プログラム」の成果は注目に値する。

技術審査の査定件数は 20,675 件と本年の目標件数である 40,092 件の 51.6%に達し、2019

年通年の総査定件数の 23,592 件の 87.6%にも及んでいる。これにより、バックログの削減率は

今年 6 月までに総数の 30.4%に達し、2020 年の見込みとしていた 52%削減、また最終的な目

標である 2021 年中の 80%削減を達成できる公算が大きくなっている。優先審査事業における

特許出願の審査に要する期間も大きく短縮され、2019 年の平均 18 ヶ月から、本年 6 月には

13.4 ヶ月まで短縮。12 月までに達成する目標として掲げている 12 ヶ月に大きく近づいている。 

 

日付 2020 年 7 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/atuacao-transversal/academia/prorrogadas-inscricoes-
para-cursos-avancados-de-propriedade-intelectual-a-distancia-inpi-ompi 

タイトル INPI・WIPO による産業財産上級遠隔講習の申込期限を延長 

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

産上級遠隔講習の受講申込期限が、8 月 7 日（金）19 時まで延長された。今年下半期に

は、「特許情報検索上級講習（DL-318P BR）」と「特許出願文書の記述に関する上級講習

（DL320 BR）」の 2 つが開催される。受講料は学生 40 ドル、一般 60 ドル。2020 年 8 月 18

日～9 月 27 日に実施される。いずれもブラジル法令に即した内容となっており、国内専門家が

チューターを務めるほか、最終試験に合格した受講者には修了証が授与される。 
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日付 2020 年 7 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/atuacao-transversal/academia/encerradas-inscricoes-para-
a-terceira-edicao-de-2020-do-curso-geral-de-propriedade-intelectual-dl101pbr 

タイトル 第 3 回産業財産総合遠隔講習（DL101 BR）の受講申込受付を締切り 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）の提携により実施される、

2020 年度第 3 回となる産業財産総合遠隔講習（DL101P BR）受講申込の受付を終了し

た。次期開講分の申込みは 9 月 14 日からを予定している。本講習は完全に遠隔学習方式で

実施されるもので、カリキュラムは 75 時間、受講料は無料。 

 

日付 2020 年 7 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 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/2020/07/startups-terao-processo-de-
patente-acelerado.shtml 

タイトル スタートアップが出願する特許の審査迅速化 

 

日付 2020 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/startups-terao-
exame-de-patente-mais-rapido-a-partir-de-30-de-julho 

タイトル スタートアップ向けの優先審査プログラムを 7 月 30 日より開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、スタートアップ向けの優先審査制度を 7 月 30 日より開始す

る。発明の独創性や商業化を特許制度により促進し、技術をベースとしたスタートアップが確固

たる地位を市場にて築くための支援を目的としたもの。INPI に優先審査を申請するには、出願

人が 2019 年 4 月 23 日付補足法第 167 号に規定されるところのスタートアップの定義に則って

いる必要がある。企業・事業合法化簡易登録全国ネットワーク（Redesim）が発行する、スター

トアップ及び革新的企業向けの簡易税制制度（Inova Simples）の適用企業であることを示し

た有効期限内の認定証の写しを提出すること。この新たな優先審査制度は、2020 年 6 月 22

日付 INPI 省令 PR 第 247 号で承認されたもので、同決議では、これまでパイロット事業として実

施されてきた科学技術機関（ICT）向けの特許出願の優先審査事業の恒久制度化も定めて
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いる。優先審査事業下で出願された特許の査定に要した期間は、2020 年上半期末時点でお

よそ 13 ヶ月であった。 

 

日付 2020 年 7 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-jul-27/pai-perde-filho-adotivo-registro-marca-rs 

タイトル 連邦地方裁判所、商標「ホザーリオのホットドッグ」の所有者を発案者の息子に決定 

 

日付 2020 年 7 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-nao-
disponibiliza-copias-de-documentos-em-papel-durante-a-pandemia 

タイトル INPI、パンデミック期間中は紙文書複写の提供を中断 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新型コロナウイルスの感染拡大期間中に請求された文書の複

写について、職員・従業員・利用者に対する感染予防措置の採用を目的として、電子フォーマッ

トでの提供に一時的に限定する。同庁の窓口対応業務が再開された場合には、即時に紙媒体

での提供を再開する。 

 

日付 2020 年 7 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/tramite-prioritario-
de-patentes-tem-nova-pagina-e-painel-interativo-de-dados 

タイトル 特許優先審査事業に関する新ページとインタラクティブ・パネルを開設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 30 日、特許優先審査事業の利用希望者を対象とした

同事業に関する法令・様式・手順などの情報提供ページ、並びに統計データをインタラクティブに

表示するパネルの運用を開始した。このパネルでは、出願国・技術分野・審査状況別に全案件

のリストを表示することができる。また、本制度を最初に定めた INPI 決議が公布された 2006 年

以降の優先審査事業の推移も参照することができる。現在は、申請要件により異なる 15 の優

先審査事業が実施下にある。インタラクティブ・パネルを用いて分かることとして、例えば、2010 年
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には優先審査事業の利用申請が 109 件あり、そのうち 98 件について技術査定が行われたこと

が分かる。その際に査定までに要した平均日数は、619 日であった。また 2019 年上半期には、

優先審査事業の利用申請が 455 件行われ、そのうち 71 件についてすでに技術査定が下され、

それに要した日数は 103 日間であったことが分かる。こうした指標は、同事業の利用申請を伴っ

た出願特許の処理が INPI 内でより迅速に行われるようになっていることを示している。 

 

日付 2020 年 7 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/confira-
apresentacao-sobre-registro-de-marca-no-exterior 

タイトル 海外での商標登録に関するプレゼンテーション 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、「マドリッドプロトコルを用いた海外における商標出願の方法」

と題したプレゼンテーションを Youtube 上に公開した。ブラジル国内のあらゆる規模の企業を対象

としてリオデジャネイロ州工業連盟（Firjan）が作成する「疑問を解こう」動画シリーズの一環とし

て公開されたもの。このプレゼン内では、世界知的所有権機関（WIPO）の 7 種類の電子ツー

ルを実際に用い、企業家にとってどの方法が費用面で有利であるかを検討するほか、INPI に商

標の国際出願を行なう際の各種ヒントを紹介している。 

 

日付 2020 年 7 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/2020/07/31/policia-faz-operacao-contra-
pirataria-em-shopping-na-rua-25-de-marco-no-centro-de-sp.ghtml 

タイトル 文民警察、サンパウロ市中心部の 3 月 25 日通りの商業施設にて模倣品対策捜査を実施 
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