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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.47（2020 年 9 月分） 

2020 年 10 月 16 日発行 

日付 2020 年 9 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-inicia-hoje-mais-
dois-novos-tipos-de-exame-prioritario-de-patentes 

タイトル INPI、9 月 1 日より新たに 2 種類の特許優先審査事業を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、9 月 1 日より、公的資金を用いた成果としての技術及び市

場で利用可能な技術を対象とした特許優先審査事業を新たに開始した。これにより、同庁では

すでに 16 種類の優先審査事業を実施していることとなり、このうち 14 の事業が一般向け、2 つ

が公共団体向けのものとなっている。優先審査事業にて査定に要する期間は、2020 年 7 月時

点では申請日から平均 13.1 ヶ月となっている。公的資金を用いた成果としての技術の出願審

査においては、新事業の実現可能性へのリスクや不確定要素の高さがイノベーション投資の阻

害となっていることを鑑み、新技術開発を重視している。一方で、市場ですでに利用可能な技術

を対象とした優先審査事業は、法的安全性の向上を推進することを目的としたもので、これによ

りブラジルのビジネス環境の改善が期待される。 

 

日付 2020 年 9 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 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/689119-camara-comeca-a-debater-quebra-de-
patente-de-vacinas-contra-a-covid-19/ 

タイトル 連邦下院議会、COVID-19 ワクチンの特許はく奪に関して協議を開始 

要約 連邦下院議会外交局は 9 月 1 日、公共医療の緊急事態の宣言中にブラジル国内での特許

はく奪を容易とする法令上の変更について、COVID-19 ワクチンや医薬品を開発する国々の代
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表者らとの協議を開始した。議論の中心に置かれているのは、産業財産法を改正する緊急審

議対象となっている 2020 年付法案第 1,462 号。ここでは、国家的な医療緊急事態が宣言さ

れた際に、一時的かつ排他的ではない形でブラジル政府や企業が特許で保護されている製品や

プロセスを利用可能とすることが認められる。実務的には、そうした事態となった場合に特許所有

者の承認なく強制ライセンスを発動することを規定したもの。同日には Qu Yuhui 中国公使がヒ

アリングに対応し、その中で COVID-19 ワクチンを開発する複数の企業が利益を得るためにそれら

を開発しているとの立場を表明していると説明。そのうえで、中国政府としては国際的な公共財

としてのワクチン生産を目指し取組みを進めていると述べ、可能な限りの手を尽くしてコストを下

げるよう試みるとした。ブラジル国内では、Sinovac 社製ワクチンが中国の武漢生物学製品研究

所とブタンタン研究所の提携のもと臨床試験中で、9 月末までに完了する見込み。生産に必要

な資金面の目途が立てば、2021 年初めから配布されるだろうと話した。ブラジル国内の特許はく

奪を協議するワーキンググループのコーディネイターを務めるペドロ・ヴィラルディ氏は、米国

Moderna 社が開発中のワクチンが高額であることを例に挙げ、パンデミック中の特許の独占によ

る影響について懸念を表明した。これらのワクチンが接種あたり 32～35 ドルを要するとした場合、

ブラジル国民全員に行き渡るには 180 億レアルを要するとし、これがブラジル全国免疫プログラム

の予算総額の約 4 倍に相当すると指摘した。今日、ブラジル国内で配布される全ワクチンの購

入には 49 億レアルが費やされているという。 

 

日付 2020 年 9 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/confira-perguntas-
frequentes-sobre-selecao-de-bolsistas-para-a-dirpa 

タイトル 特許部のフェロー選抜に関するよくある質問集を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）はポータルサイトにて、特許部（DIPRA）のフェロー選抜に関する

公募についての Q&A 集を公開した。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、参加する外部研究員には奨学金が支給される。 
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日付 2020 年 9 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-set-04/atraso-segunda-anuidade-nao-extingue-patente-
automaticamente 

タイトル 高等司法裁判所、2 年目の年金支払い遅滞は INPI における特許の自動消滅の事由とならな

いと判断 

 

日付 2020 年 9 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/opiniao/bolsonaro-poe-em-risco-acordo-entre-mercosul-ue-1-
24624861 

タイトル メルコスル・EU 間の協定の行方を危うくするボルソナーロ大統領 

 

日付 2020 年 9 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/adiada-data-para-
divisao-de-pedido-ou-registro-de-marca 

タイトル 商標の分割登録・出願の実施を延期 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年 8 月 27 日付決議第 244 号に基づく商標の分割登

録・出願の実施開始時期を、2021 年 7 月 1 日に延期した。2020 年 8 月 31 日付 INPI 省令

第 320 号に基づくもの。 

 

日付 2020 年 9 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-concede-a-
indicacao-geografica-porto-ferreira-para-ceramica-artistica 

タイトル INPI、ポルト・フェヘイラ産の工芸陶器に地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 8 日、産業財産官報（RPI）第 2,592 号にて、原産地
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表示としての地理的表示「ポルト・フェヘイラ」を工芸陶器製品に付与した。この地理的表示は、

ポルト・フェレイラ産の泥による陶器・粉末・石・磁器・泥陶器産業組合（Sindicer）により 2018

年 11 月 29 日に申請されていたもの。対象区域はサンパウロ州ポルト・フェヘイラ市の市街地とさ

れた。同市には 1920 年代に陶器工場が開設され、現在では周辺地域に 200 軒の店舗や工

場を有するほどに陶器生産が盛んとなった。2017 年には「工芸・装飾用陶器の首都」の称号を

公式に得、また 2019 年には年間 6 万人以上の観光客を招致するだけの評判を得たことで、観

光関心対象市として公式に指定されていた。サンパウロ州にはこの他、フランカ市の靴製品、アウ

タ・モジアーナ地方のコーヒー、ピニャル地方のコーヒーの 3 つの原産地表示としての地理的表示が

すでに付与されており、今回の付与は州として 4 件目となる。 

 

日付 2020 年 9 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://luciahelena.blogosfera.uol.com.br/2020/09/08/a-gente-nao-pode-cair-na-
armadilha-da-corrida-pela-vacina/ 

タイトル ワクチン開発競争の罠に陥ってはならない 

 

日付 2020 年 9 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/projeto-de-
cooperacao-brasil-dinamarca-sera-lancado-no-dia-15-09 

タイトル ブラジル・デンマーク協力事業に関する発表を 9 月 15 日に実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 15 日 11 時より、INPI の Youtube チャンネルにて、ブラジ

ル・デンマーク間協力事業に関する発表を行なう。この事業は、産業財産資産の創出や商業化

に焦点を当てた研究開発活動における両国の公的機関のパートナーシップを奨励するもの。当日

のオンライン式典には、経済省のカルロス・ダ・コスタ生産性・雇用・競争力特別局長、INPI のク

ラウジオ・ヴィラル・フルタード長官、世界知的所有権機関（WIPO）ブラジル事務所のジョゼ・グ

ラサ・アラーニャ、ニコライ・プリッツ 在ブラジル・デンマーク大使らが出席する。本協力事業の一環と

して、9 月 17・23 日にはサンパウロ大学ルイス・デ・ケイロス高等教育学校（Esalq/USP）と在サ

ンパウロ・デンマークイノベーションセンター及びデンマーク総領事館のパートナーシップにより開催され

る、農業・アグリビジネス・イノベーション分野のオンラインセミナー（全 5 回）も開催される。 
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日付 2020 年 9 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/inpi-oferece-bolsas-
para-advogados-designers-e-a-arquitetos-inscricoes-vao-ate-14-9 

タイトル INPI、弁護士・デザイナー・建築家のフェローを 9 月 14 日締切で募集 

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）の一環として、複数の異な

る分野のフェロー12 名を募集している。異議申立て・無効化行政手続き総合コーディネイト部

（CGREC）にて、法学学士及び修士を有する専門家 5 名に加えて意匠（製品設計）もしく

は建築学の学士及び修士を有する 3 名を募集している。また経済関連補佐官（AECON）で

も、統計・経済・データサイエンス学の学士を対象に 3 名の枠を設けている。イノベーション普及総

合コーディネイト部では、経済・地理・工学・数学・統計学の学士を有する専門家 1 名を募集

中。応募申込は 9 月 14 日まで。 

 

日付 2020 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/09/13/tradicao-e-regionalismo-
a-arte-dos-bordados-do-serido-ganha-selo-do-inpi.ghtml 

タイトル 伝統と地域主義：セリドー地方の刺繍工芸が INPI のラベルを取得 

 

日付 2020 年 9 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/inpi-revoga-
chamadas-publicas-para-selecao-de-bolsistas 

タイトル INPI、フェロー選抜に関する公募を取り下げ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、フェロー選抜にかかる 2020 年付公募第 1～5 号を取り下げ

た。産業財産開発計画（PDPI）の規定と各公募の規定要件に整合性の取れない点があり、

取り下げが必要となったもの。PDPI 規定の第 5 条では、奨学金の受取りには候補生が学士修

了もしくは専門修士課程の最低履修科目を履修中であり、かつ INPI での応用研究事業に携

わることで補足的に学習できることを条件としている。一方の公募第 1, 4, 5 号では、最低 3 年

間の実務経験という同規定に含まれない条件を挙げていた。また公募第 2, 3 号では、専門修
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士との限定を行なわず、PDPI の規定よりも緩い条件にて募集を行なっていた。今回の措置は、

公募条件の整合性をとり新たな公募を早期にも公示する上で、募集部門のニーズを PDPI に則

して検討するために採られたもの。 

 

日付 2020 年 9 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-publicara-
anuncios-de-ativos-de-pi-para-comercializacao 

タイトル INPI、商用化を目的とした産業財産資産の掲載を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産資産のライセンス化や技術移転の促進を目的とし

て、それらの商用化を可能とするための情報を掲載するオンライン・システムである PI ショーウィンド

ウ（Vitrine de PI）事業を発表した。10 月 1 日から、出願特許及び付与された特許を対象に

開始される。この事業を通じて、技術の開発側は INPI が特別に開発したプラットフォーム上で製

品を公開することができ、また新たなソリューション技術に関心がある側にとっては商用化可能な

技術を特定することができるようになる。特許が拒絶された場合も含め、両者の交渉には民事上

の責任や INPI による行政責任は発生しない。 

 

日付 2020 年 9 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/brasil-e-dinamarca-
lancam-projeto-de-cooperacao-em-inovacao 

タイトル ブラジル、デンマークとのイノベーションにおける協力事業を発表 

要約 新たな産業財産資産を創出し、商用化による経済的資産への転換を後押しするため、ブラジ

ル・デンマークの両国はイノベーション分野における協力事業を開始した。9 月 15 日のオンライン・

イベントにて発表されたもの。経済省生産性・雇用・競争力特別局のカルロス・ダ・コスタ局長

は、イノベーションに有利な環境を作り出すうえでは意見交換や協力の場を設けることが必要不

可欠であるとして、両国間のパートナーシップの重要性を強調した。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、ブラジルとデンマークの間の協議が PPH 事業に端を発

し、さらに両国のニーズに基づいた新たな産業財産資産の創出を目指したより深い関係強化へと

発展したことを説明した。本協力事業の一環で実施されるイベントとして、9 月 17～23 日にアグ

リビジネスにおける技術に関するウェビナーが開催されるほか、10 月 1 日からはマーケット・プレイス

モデルによる商用化可能な産業財産資産を紹介する産業財産ショーウィンドー（Vitrine de 
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PI）が開始される。 

 

日付 2020 年 9 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 サンパウロ大学（USP） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://jornal.usp.br/universidade/como-solucoes-inovadoras-desenvolvidas-na-usp-
chegam-a-sociedade/ 

タイトル USP で開発された革新的なソリューションはどのように社会に届けられるのか？ 

要約 大学で生み出された科学的・技術的・文化的知識は、社会が利用可能な資産である。一方

で、そのような成果の一部は、人々に届けられるために、プロセスの改善や工業生産が可能な製

品やサービスに変換される必要がある。その実現のために研究機関は、大規模な生産を行なった

り、ソリューションの販売権の取得を希望する企業とパートナーシップを締結する。大学発の知的・

工業生産は、特許・商標の取得や書籍・ソフトウェア・音楽・その他創作物の著作権として取引

することができる。サンパウロ大学（USP）では、企業との仲介を行ない、民間部門との関係を

保つ研究者・学生・職員に対する支援を、USP イノベーション局（Auspin）を通じて行なってい

る。大学・研究機関といった公的機関の知識の生産部門と民間部門の交流は、2004 年付法

令第 10,973 号と憲法修正法 2015 年付第 85 号を基に制定された科学技術・イノベーション

の新たな法的枠組みである 2016 年付法令第 13,243 号を規定する、2018 年付政令第

9,283 号に定められている。 

 

日付 2020 年 9 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-set-17/juliana-costa-reconhecimento-alto-renome-
marcas 

タイトル 著名商標認定の効力 

 

日付 2020 年 9 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-set-19/santos-neto-derrota-wo-democracia-esportiva 

タイトル スポーツ民主主義の不戦敗 



8 

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転 

 

日付 2020 年 9 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/09/22/stj-vai-decidir-quem-participara-
de-acao-sobre-embalagem-de-iogurte-grego.ghtml 

タイトル 高等司法裁判所、ギリシャヨーグルトの包装に関する訴訟への参加者を決定 

 

日付 2020 年 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-set-22/juiz-suspende-expansao-franquia-suposta-
violacao-marca 

タイトル 商標権侵害の疑いのあるフランチャイズの拡大停止を命じる 

 

日付 2020 年 9 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-participa-de-
congresso-internacional-da-propriedade-intelectual 

タイトル INPI、国際産業財産会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、10 月 19～22 日に開催される第 40 回国際産業財産会議

に参加する。ブラジル産業財産協会（ABPI）がオンラインで開催するもの。10 月 19 日には、

INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官が今後 3 年間の INPI の活動計画に関するパネルに

参加する。また会期中には、リアネ・ラージェ特許・コンピュータープログラム・回路利用権部長が

COVID-19 対策における特許の重要性に関するパネルに参加するのに加え、「人工知能と特

許：統計・出願・権利者適格性に関する議論」「著名商標：産業財産法第 125 条の特別保

護の範囲は？」「INPI による技術移転契約の審査と自由経済法」「特許出願の修正：産業財

産法第 32 条の解釈」をテーマとした講演やラウンドテーブルに、それぞれ INPI として参加する。 
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日付 2020 年 9 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/inscricoes-abertas-
para-o-curso-geral-de-pi-a-distancia 

タイトル 産業財産総合遠隔講習の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が、世界知的所有権機関（WIPO）との提携の下で実施する

産業財産総合遠隔講習の申込受付が開始された。締切りは 10 月 2 日。本講習は、10 月

13 日～12 月 11 日に完全オンラインで実施される。75 時間のカリキュラムにて、ブラジル法令に

則した産業財産に関連する総合的な理解を深めることができる。国内専門家によるチューターも

付く。 

 

日付 2020 年 9 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク  INPI suspende prazos entre os dias 16 e 25 de setembro em função de indisponibilidade 
nos sistemas 

タイトル INPI、9 月 16～25 日に発生したシステム不具合に関連し期限の進行を停止 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年 9 月 16～25 日の間に発生した IT システムの不具

合により利用不可能な状態が発生したことに関連し、同期間中の期限の進行を中断する。本

決定は、2020 年 9 月 24 日付 INPI 省令 334 号として公布され、9 月 25 日付の連邦官報

（DOU）にて公示された。 

 

日付 2020 年 9 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 高等司法裁判所（STJ） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/25092020-Ato-
infralegal-do-INPI-nao-pode-restringir-direito-de-restauracao-de-patente-previsto-em-
lei.aspx 

タイトル 法律に規定された特許を回復する権利を、法的に下位に位置づけられる INPI の決定によって

制限することは認められない 

要約 高等司法裁判所（STJ）は、1996 年付法令第 9,279 号（産業財産法 – LPI）第 87 条に

規定される複数年に及ぶ年金が未払いの場合の権利回復が、法的な位置付けでは下位に相
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当するブラジル産業財産庁（INPI）の決定によって制限されることはないとの判断を示した。この

見解は、2013 年付 INPI 決議第 113 号第 13 条の無効化を主張する、ある協会による民事訴

訟における主張を支持した第 2 管区連邦地域裁判所（TRF2）の判決を確認する上で示され

たもの。INPI は、STJ に提出した上訴状にて、年金が 1 回以上未払いであるときに特許権もしく

は出願の回復は不可能であることや、出願の却下処分もしくは特許の消滅に関して権利者に

事前に通知することは、法令では要求されていないと主張していた。担当判事は、法的規定が

ないにもかかわらず特定の場合についての回復を禁止していることから、INPI 決議第 113 号第

13 条が LPI 第 87 条の規定範囲を超えていると指摘。また、通知によってこそ特別料金の支払

い期間の開始が定められるとの解釈から、回復権の行使には通知も不可欠であるとの見解を示

した。 

 

日付 2020 年 9 月 28 

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/universidade-federal-da-
paraiba-mantem-lideranca-em-depositos-de-patentes-em-2019 

タイトル 2019 年の特許出願ランキングで、パライーバ連邦大学が首位を維持 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年のブラジル国内出願人ランキングを発表した。100 件

の出願を行なったパライーバ連邦大学が 2 年連続で首位となり、カンピーナ・グランジ連邦大学が

それに続いた。サンパウロ州立大学（Unesp）は 2018 年の 38 件の 7 位から、88 件を出願し

3 位に上昇。ブラジル石油公社（Petrobras）は 4 位から 5 位に後退した。国外出願人では、

Qualcomm 社が前年に続き 1 位を維持したものの、出願件数は 902 件から 662 件へと 27%

減少した。逆に Huawei 社は、出願件数が 2018 年度から 95%増加したことで 2 位に浮上し

た。INPI はこの他にも、商標、意匠、コンピュータプログラムなどの国内・国外出願人をそれぞれ公

表している。 

 

日付 2020 年 9 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/servicos/academia/inscricoes-abertas-para-a-ultima-edicao-
de-2020-do-201ccurso-geral-de-propriedade-intelectual-a-distancia-dl101pbr 

タイトル 2020 年最後となる産業財産遠隔総合講習（DL101P BR）の受講申込の受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年最後となる産業財産遠隔講習（DL101P BR）の受

講申込の受付を開始した。10 月 8 日まで。本講習は、 INPI と世界知的所有権機関
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（WIPO）の提携の下で実施されるもので、受講は無料。著作権、特許、商標、地理的表

示、意匠、新種苗の保護、不公正な競争、IT、技術移転契約、国際条約、産業財産と開発

など、産業財産分野の不可欠なテーマについて取り扱う。遠隔で実施され、カリキュラムは 75 時

間。10 月 13 日～12 月 11 日に開講する。 

 

日付 2020 年 9 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/noticias/inpi-conclui-triagem-de-atos-
normativos-inferiores-a-decretos-vigentes 

タイトル INPI、現在有効な政令の下位にあたる規則の審査を完了 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2020 年 9 月 29 日付の連邦官報にて、2020 年 9 月 25 日

付 INPI PR 省令第 335 号を公示した。これは同庁で現在有効な政令の下位に相当する規則

の公表することと定めた 2019 年 11 月 28 日付政令第 10,139 号第 12 条の規定に基づき、

規則の整理・見直し手続きのための審査を完了させた結果を受けてのもの。政令第 10,139 号

に基づく再整理は、連邦政府の全直轄機関の政令の下位に相当する規則を対象としたもの

で、国の発展を促進し、官僚的手続きを削減するために法的安全性を確保しつつ、規制件数

を減少させることを目的としている。INPI 規則の整理・見直しは、庁内の全部局が参加するタス

クフォースのコーディネイト下で実施されており、同庁の 2020 年活動計画にも盛り込まれている。 

 

日付 2020 年 9 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/noticias/e-software-completa-tres-
anos 

タイトル e-Software システムが 3 周年を迎える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のソフトウェア登録システムである e-Software システムが、今月で

稼働から 3 周年を迎えた。8 千件以上がすでに登録されており、申請後には 7 日以内の登録

証発行が行われている。パラナー連邦技術大学が合計 236 件の出願を行ない最多登録者とな

っており、通信研究開発センター財団（CPQD）が 233 件でそれに続いている。本システムは国

内で作成される数百万ものソフトウェアの保護において極めて利用価値の高いツールとなってお

り、ソフトウェア制作者の安全性を高めている。 
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日付 2020 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2020/09/29/pesquisadores-do-ceara-solicitam-
patente-para-uso-de-vacina-veterinaria-contra-a-covid-19-em-humanos.ghtml 

タイトル セアラ州の研究者らがヒトへの COVID-19 対策に家畜用ワクチンの使用に関する特許を出願 

 

日付 2020 年 9 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/noticias/novo-estudo-traca-
panorama-dos-pedidos-de-patentes-e-di-para-mascaras-e-respiradores 

タイトル マスクや人工呼吸器の特許・意匠の出願状況に関する新たな調査結果を公表 

要約 新型コロナウイルスの感染拡大により引き起こされる保護用マスクの世界的な需要増を鑑み、ブ

ラジル産業財産庁（INPI）は COVID-19 関連技術調査の一環として、「マスク・人工呼吸器と

派生品：ブラジルにおける特許出願と意匠登録の概況」と題した新たな調査結果を公表した。

この調査は、ブラジル国内で出願されたこれらの製品に関連する過去数十年間の特許・意匠の

出願を特定し、企業・大学・政府など社会の様々なプレーヤーに対して有益な情報を提供するこ

とを目的としたもの。この調査によって、INPI に出願されたマスクとその派生品に関連する意匠の

件数（133 件）が、それらに関連する特許の件数（111 件）より多いことや、特に 2020 年に

は出願件数が優位に増加しており、パンデミックによる需要が増加したためと推測されることに加

え、INPI に出願されたマスクとその派生品に関する出願は米国から件数が最多だったこと、さらに

特許・意匠ともに国内出願者の大多数が個人による出願であることなどが明らかにされている。 
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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。 

 

 


