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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.46（2020 年 8 月分） 

2020 年 9 月 11 日発行 

日付 2020 年 8 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/noticias/decisao-sobre-trabalho-
presencial-e-adiada-para-setembro 

タイトル 職場業務の復帰に関する決定は 9 月に延期 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、本来は 8 月中にも開始される予定だった、職員や従業員の

交代制での職場業務への復帰是非に関する決定を、9 月に先送りした。8 月 3 日（火）付の

産業財産官報（RPI）第 2,587 号に省令として公示されたもの。INPI では地元自治体の活動

再開スケジュールに沿って再開を決定する方針で、新たな業務遂行モデルの導入計画も公共医

療のデータを参考として常に見直しされている。COVID-19 感染防止対策は多くの不確定要素

が伴うことから、INPI では職員の健康状態の保護を目的として、責任を伴った対応を行なってい

る。 

 

日付 2020 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-ago-04/fernanda-dilda-propriedade-intelectual-redes-
sociais 

タイトル ソーシャルネットワークにおける産業財産にまつわる議論 
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日付 2020 年 8 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/450-toneladas-de-sementes-piratas-de-soja-sao-apreendidas-no-rs/ 

タイトル リオグランジドスル州にて、450 トンの「海賊版」大豆種子が押収される 

 

日付 2020 年 8 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-curso-de-
pi-para-clusters-de-inovacao 

タイトル INPI、イノベーション・クラスター向けの産業財産講習を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 10 日、イノベーション・クラスターを対象とした産業財産講

習をオンラインで開講した。21 日まで行われる。この活動は、産業財産資産の創出と企業や情

報通信技術に関連する技術移転の進展を推進する、INPI Negócios プログラムの一環として実

施されるもの。INPI による教育分野での新たな活動となるこの講習会では、ビジネスを奨励する

上での産業財産の価値、イノベーション・パートナーシップの構築、産業財産をイノベーションや競

争力の点での差異化ポイントとして活用した新市場の開拓に焦点が当てられる。 

 

日付 2020 年 8 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/consulta-publica-
sobre-estrategia-nacional-de-pi-ira-ate-30-de-agosto 

タイトル 国家産業財産戦略に関するパブリック・コメントの募集を 8 月 30 日まで実施 

要約 ブラジル連邦政府は 8 月 10 日、国家産業財産戦略に関するパブリック・コメントの募集を開始

した。産業財産がより効果的かつバランスを保ったものとなり、ブラジル社会におけるイノベーション

と競争力の確保、さらに国が発展する上での戦略的ツールとして活用されるため、全国的な枠組

みで取組む達成目標、目的、指針を定める戦略を策定するに際しての意見を広く集めるもの。

パブリック・コメントを招請するために策定された提案内容は、経済省が取りまとめを行なう省庁

間産業財産グループ（GIPI）のブラジル産業財産庁（INPI）を含めた様々な公的機関の共同

作業を経たものとなっている。提案等の関心がある場合は、経済省ポータルサイトで公開されて

いる電子フォーマットに記入する形で提出すること。締切りは 8 月 30 日。 
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日付 2020 年 8 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-promove-curso-
de-pi-para-comunicadores-entre-1-e-3-de-setembro 

タイトル INPI、広報担当者向けの産業財産講習を 9 月 1～3 日に開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、9 月 1～3 日にかけて、広報担当者向けの産業財産ワークシ

ョップをオンラインで開催する。会期中は毎日 17 時 30 分に開始、受講は無料。このワークショッ

プは、産業財産の主要な概念を学生や広報担当者を対象として紹介するもので、産業財産が

どのように各分野での活動の方向付けや改善をもたらすかについて協議する。世界知的所有権

機関（WIPO）及びリオグランジドスル州カトリック大学（ PUCRS）科学技術パーク

（TECNOPUC）とのパートナーシップにより開催される。 

 

日付 2020 年 8 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/inpi-lanca-mais-dois-
tipos-de-aceleracao-de-exame-de-pedido-de-patente 

タイトル INPI、特許出願の優先審査事業をさらに 2 カテゴリにて開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 1 日より、特許出願の優先審査事業に新たに 2 つのカテ

ゴリを加える。1 つは市場で利用可能となっている技術を対象としたもので、もう 1 つは公的融資

により生み出された技術に対するもの。8 月 11 日（火）付の産業財産官報（RPI）第 2,588

号に、これらをパイロット事業として定めた 2020 年付 INPI 決議第 294 号が公布されている。前

者では、ブラジル市場に導入済みの技術の一部もしくは全部がライセンス化・販売・輸入・輸出

されている特許を対象とする。後者では、明確な開発目的を伴った公的資金による資金援助を

受けた案件の成果としての特許を対象とする。 

 

日付 2020 年 8 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 パラナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=108360 

タイトル パラナ州、麻薬・密輸犯罪対策を拡大 

要約 パラナ州は、公庫に損害を与える収税に関連する犯罪、中でも密輸・横領・海賊版行為、及び
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財産に対する違法行為、麻薬取引に対する統合的な対策を拡大する。州公安局（Sesp）が

8 月 13 日（木）、技術・科学・運営上の協力協定を州内の連邦国税庁支部と締結したも

の。カルロス・マッサ・ハチーニョ・ジュニオル州知事は、「公安活動は単独で行なうものではなく、市

や他の行政機関などとともに統合的に展開するようこれまで努めてきた」と述べ、特に密輸や横

領といった組織犯罪の発生を減らすためにさらに団結を強めなければならないとした。今回の署

名により、今後 5 年間にわたり、Sesp の License Plat Recognition（LPR）と連邦国税庁の税

関監視システム（Sivana）のいずれのビデオ監視システムにも相互にアクセスできるようになる。

Sesp のホムロ・マリーニョ・ソアレス局長は、パラナグア港やその他の戦略的地域にて、麻薬取引、

密輸、横領といった犯罪を撲滅するための統合的な活動が拡大できるという。 

 

日付 2020 年 8 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 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/2020/08/medicos-pedem-quebra-de-
patente-de-remedio-antitabagista-em-desabastecimento.shtml 

タイトル 供給不足下にある禁煙補助薬の特許はく奪を医師らが要求 

 

日付 2020 年 8 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/observatorio-covid-
19-chega-a-sua-100a-edicao 

タイトル COVID-19 技術情報誌が第 100 版に到達 

要約 新型コロナウイルス（SARS-CoV-2）及び COVID-19 のパンデミック対策に貢献できる可能性のあ

る技術の普及を目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月以降、世界的に深刻化する

本問題に関連する科学出版物、開発された技術、ニュースの追跡を積極的に行ってきた。

ObTec Web サイトで毎日公開している COVID-19 技術情報誌は、8 月 14 日にその第 100 版

に達した。技術調査チームは、世界中で公開され、世界保健機関（WHO）が収集している約

58,000 件の技術をスクリーニング。このうち関連性が最も高いと考えられた 1,742 件の記事をポ

ルトガル語で要約し、公開している。対象には医薬品・ワクチン・診断キット・人工呼吸器・保護

マスク・遠隔診療・人工知能をテーマとした技術や、COVID-19 関連特許が含まれる。 
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日付 2020 年 8 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/nossa/noticias/redacao/2020/08/17/casal-alega-ser-dono-da-
marca-eu-amo-campos-do-jordao-caso-vai-a-justica.htm 

タイトル 夫婦が所有を主張する商標「Eu amo Campos do Jordão」について、司法が判断へ 

 

日付 2020 年 8 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 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-ago-17/saulo-michiles-avancos-lacunas-inova-simples 

タイトル Inova Simples：スタートアップ市場の進展が図られるも、ギャップは依然として存在 

 

日付 2020 年 8 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 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/consulta-publica-
trata-de-diretrizes-de-exame-para-invencoes-implementadas-por-programa-de-
computador 

タイトル コンピュータプログラムにより実装された発明の審査指針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、コンピュータプログラムにより実装された発明の審査指針の試

案に対する評価・提案を受け付けるため、2020 年付パブリック・コメント第 3 号を公示した。8 月

17 日の連邦官報（DOU）に 8 月 17 日に掲載されているもので、コメントを 60 日間受付けて

いる。 

 

日付 2020 年 8 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://blogs.oglobo.globo.com/pense-grande/post/coronavirus-reduz-em-39-registro-de-
novas-marcas-no-pais-diz-inpi.html 

タイトル 新型コロナウイルスの影響で、商標の新規登録が 3.9%減少と INPI 
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日付 2020 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-ago-21/justica-federal-determina-abstencao-uso-marca 

タイトル 州裁判所、INPI に登録された商標の使用差し止めに関する判断はできず 

 

日付 2020 年 8 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 Isto É dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/drone-e-barco-nao-tripulado-vao-identificar-
vazamento-de-oleo-no-mar/ 

タイトル 無人ドローン・船舶が海中の油漏れを特定 

 

日付 2020 年 8 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/ultimas-noticias/usuario-podera-
acompanhar-pagamento-recuperar-gru-e-gerar-segunda-via 

タイトル 利用者による支払い状況の確認、連邦納付票の復旧、再発行が可能に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、新たな連邦納付票（GRU）発行システムの運用を開始す

る。これにより、利用者が銀行で行なった支払いの状況確認に加え、発行済の GRU 番号の入

手や支払いが行われていない振込票の再発行が可能となる。GRU は、INPI のサービスを受ける

上で唯一の支払い手段。発行は INPI サイト上でのみ可能となっている。 

 

日付 2020 年 8 月 25 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-ago-25/giovanna-gallo-governanca-evita-estruturas-
desnecessarias 

タイトル 適切なガバナンスにより回避する不必要な構造 
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日付 2020 年 8 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-abre-chamada-
publica-para-selecao-de-bolsistas-em-pi 

タイトル INPI、産業財産分野のフェロー選抜のための公募を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、外部研究者に対する奨学金の提供による研究事業を通じ、

同庁のサービス改善を目的とした産業財産開発プログラム（PDPI）を開始した。その最初となる

2 件の公募はすでに公示されており、ここでは同庁特許部（DIRPA）及び連邦専門検察部で

活動する専門家の選抜を行なう。PDPI は、INPI の産業財産・イノベーション・開発アカデミーの管

轄で実施され、庁内の複数部門の協力を得て実施される。本プログラムを通じてフェローらは、特

許審査における外部委託による検索、技術指導活動に関連する内部業務手順の改善、INPI

の行政上訴部門による判例の確立、複数テーマにおける検索・管理メカニズムの創設、品質管

理、検察部門の活動効率化・迅速化・品質向上のための支援、産業財産分野の経済関連研

究の実施といった様々な方面の研究に貢献することとなる。 

 

日付 2020 年 8 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/abertas-inscricoes-
para-webinarios-em-agricultura-do-acordo-inpi-embaixada-da-dinamarca 

タイトル INPI・デンマーク間の農業分野での協力に関するウェビナーの受講申込受付を開始 

要約 サンパウロ大学農学部（Esalq/USP）と在サンパウロ・デンマーク総領事館のデンマーク・イノベー

ションセンターの提携による初の活動として、9 月 17～23 日に「農業、アグロビジネスとイノベーシ

ョン」と題した 5 回にわたるオンラインセミナーが開催される。この度、その受講申込みの受付を開

始した。本イベントは、教員、研究者、スタートアップ、企業家、団体・公共機関及びブラジル・デ

ンマーク両国の貿易促進機関の代表者を対象としたもの。参加者は、申込用の電子フォーム上

で協力・共同事業の提案の提出も可能となっている。セッションは Esalq/USP の教員によりモデ

レートされ、3～6 社の新興企業やデンマーク企業が提供し農業分野で利用される技術ソリューシ

ョンの紹介が行われる。日毎に精密農業、種子・穀物の技術、食品廃棄物・食品ロス・安全性

といったセッションが設けられ、いずれも各日 10 時～11 時 15 分の間に英語で実施される。本イ

ベントは、2019 年 10 月に INPI、経済省、在ブラジル・デンマーク大使館が締結したイノベーション

協力協定の一環で行われる。 
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日付 2020 年 8 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 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/2020/08/brasileiros-levam-cara-da-quebrada-e-
chinelo-de-dedo-aos-games-com-tatica-hacker.shtml?origin=folha 

タイトル ハッカーの仕掛ける細工とともに、通説へのとらわれなさや、くだけた感覚をゲームに持ち込むブラジ

ル人 

 

日付 2020 年 8 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2020/08/4871718-a-federacao-e-o-
investimento-externo.html 

タイトル 連邦と外国投資 

 

日付 2020 年 8 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 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/2020/08/pfizer-vai-pedir-importacao-
excepcional-de-remedio-para-parar-de-fumar.shtml 

タイトル Pfizer 社、禁煙補助薬の特例輸入を要請へ 

 

日付 2020 年 8 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/cidades-df/2020/08/4872033-policia-rodoviaria-
apreende-eletronicos-falsificados--no-engenho-das-lajes.html 

タイトル 連邦道路警察、エンジェーニョ・ダス・ラージェス地区で模倣品の電子機器を押収 
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日付 2020 年 8 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 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/chamada-publica-
para-bolsistas-em-pi-abre-mais-12-vagas 

タイトル 産業財産分野のフェローの公募にて新たに 12 枠を追加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産開発プログラム（PDPI）におけるフェローとして、新

たに 12 名分の外部研究員の募集枠を追加した。異議申立て及び無効化行政処総合コーディ

ネイト部（CGREC）にて、3 件の公募にて合計 8 名を募集するのに加え、経済関連補佐役

（AECON）にて 3 名、イノベーション普及総合コーディネイト部で 1 名それぞれ追加されている。

特許部（DIPRA）、INPI 内の連邦専門検察部（PFE）の募集もすでに公示されている。PDPI

は、研究事業を通じて INPI のサービスを改善する目的で実施されるもので、INPI の産業財産・イ

ノベーション・開発アカデミーの管轄で実施され、庁内の複数部門の協力を得て実施される。 

 

日付 2020 年 8 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 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/prorrogada-consulta-
sobre-estrategia-nacional-de-pi-para-13-09 

タイトル 国家産業財産戦略のパブリック・コメント募集期限を 9 月 13 日まで延期 

要約 国の産業財産システムの施策に対する目標・目的・方針を定める国家産業財産計画に関する

パブリック・コメントの募集について、意見提出期限が 9 月 13 日まで延期された。対象となって

いる提案内容は、経済省が主宰する産業財産省庁間ワーキンググループ（GIPI）のコーディネイ

トのもと、ブラジル産業財産庁（INPI）を含む複数の公的機関による検討を通じて作成された

もの。これに対する意見・提案等は、経済省ポータルサイトに掲載されている電子フォーマットに記

入したうえで提出すること。 

 

日付 2020 年 8 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,inpi-ja-recebeu-em-2020-quase-o-mesmo-
numero-de-pedidos-de-selo-geografico-do-ano-passado,70003420050 

タイトル INPI、2020 年にすでに昨年と同数の地理的表示申請を受付 
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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。 

 

 


