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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.48（2020 年 10 月分） 

2020 年 11 月 16 日発行 

日付 2020 年 10 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/noticias/acesse-as-informacoes-do-
relatorio-2019-do-inpi 

タイトル INPI、2019 年活動報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年活動報告書をサイト上に掲載した。主要事業や同

年度の成果・統計についての情報を掲載したもの。 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/protocolo-de-madri-
completa-um-ano-no-brasil-com-resultados-expressivos-1 

タイトル マドリッドプロトコル、目覚ましい成果とともにブラジルで 1 周年を迎える 

要約 ブラジル企業の商標の国際化を促進する上で重要なカギを握るとされる、ブラジルによるマドリッ

ドプロトコルへの批准は、素晴らしい成果を挙げるとともに 10 月 2 日（金）に 1 周年を迎え

た。昨日までに、国際市場での競争力確保と複数国での保護の獲得を目的として、109 件の

国際出願がブラジル国内利用者から行われた。またその間には、ブラジルを指定した出願が

7,896 件海外にて行われている。マドリッドプロトコルへの参加は、今年 50 周年を迎えたブラジル

産業財産庁（INPI）が掲げる主要活動の 1 つであり、国際的な産業財産システムにブラジルを

統合する取組みの一環として行われたもの。マドリッドプロトコルには、現在 106 の産業財産庁

が参加しており、世界貿易取引額の 80%以上に相当する 122 ヵ国が含まれている。 
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日付 2020 年 10 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/noticias/manual-de-marcas-tem-nova-
subsecao-de-erratas 

タイトル 商標マニュアルに訂正のサブセクションを追加 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は 10 月 1 日、商標マニュアルの「参照」のセクションに、

「INPI/CPAPD による訂正」のサブセクションを追記した。これは、マニュアル更新を担当する商標・

意匠・地理的表示審査方針・手続き改善常設委員会（CPAPD）による修正内容を明示する

ためのもの。 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/vitrine-de-pi-ja-recebe-
anuncios-de-ativos-de-patentes 

タイトル 産業財産ショーケースへの特許情報の掲載を開始 

要約 出願中あるいはすでに付与された特許権の所有者が、自身の技術の商用化のために情報を掲

載することのできる産業財産ショーケースが、10 月 1 日より開始されている。これは企業・イノベー

ション機関・大学などのブラジル居住者による産業財産資産の登録を促進するブラジル産業財

産庁（INPI）の「INPI ビジネス」プログラムの一環として行われるもの。ショーケース上に出願特許

を掲載するには、連邦徴収票（GRU）の発行を通じて 90 レアル、もしくは割引価格である 36

レアルを支払い、INPI に対して電子申請を行なう。同庁が審査を行ない、必要により追加対応

が求められる場合にはその完了後に、産業財産ショーケースへの掲載可否が決定される。 

 

日付 2020 年 10 月 6 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=109097 

タイトル 州立大学が特許出願で目立った成績を残す 

要約 パラナ州のロンドリーナ州立大学（UEL）、マリンガ州立大学（UEM）、パラナ州西部州立大

学（Unioeste）の 3 校が、ブラジル産業財産庁（INPI）により 10 月 29 日に公表された

2019 年特許出願数ランキングにて、ブラジル国内研究機関として上位 50 団体にランクインし
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た。この 3 大学合わせ、40 件の特許が出願されている。5 件の特許を出願した UEM は、国内

居住者による実用新案出願ランキングでも 22 位にランクインした。UEL は 22 件の特許を出願し

26 位。過去 4 年間にはコンピュータプログラムと特許を 118 件出願しており、ランキングに登場し

たのは今回で 7 回目であった。Unioeste は 13 件の特許を出願し、42 位となっている。 

 

日付 2020 年 10 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/360/noticia/2020/10/copergas-e-vencedora-da-
dimensao-desempenho-financeiro-do-anuario-epoca-negocios-360.html 

タイトル ペルナンブッコ州ガス公社、2020 年の事業拡張へ向け内陸部での事業を強化へ 

 

日付 2020 年 10 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/servicos/academia/inscricoes-encerradas-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総合遠隔講習（DL101P BR）の申込受付を締め切り 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、2020 年最後の開催となる産業財産総合遠隔講習

（DL101P BR）の受講申込の受付を締め切った。世界知的所有権機関（WIPO）との提携

により INPI が実施する本講習は受講無料で、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・産業財産と開発といった産業財産

分野で不可欠なテーマに関する総合的な理解を深めることができる。今後 INPI アカデミーで実施

する講習に関する情報については、2021 年の開講スケジュールとして追って案内する。 

 

日付 2020 年 10 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-out-10/pimenta-propriedade-intelectual-brasil-nao-
parou 

タイトル 産業財産分野で歩みを止めなかったブラジル 
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日付 2020 年 10 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/noticias/inpi-estuda-antecipar-em-
um-ano-a-segunda-fase-do-tramite-prioritario-pph 

タイトル INPI、特許審査ハイウェイ第 2 フェーズの 1 年前倒しでの実施を検討 

要約 特許バックログ削減計画及び特許審査ハイウェイ（PPH）がそれぞれの達成目標に到達したの

に伴い、ブラジル産業財産庁（INPI）特許・コンピュータープログラム・回路利用権部（DIRPA）

は、PPH 第 2 フェーズの開始時期を 2022 年 1 月 1 日から 2021 年 1 月 1 日に前倒し、さらに

申請上限数を拡大する検討を始めた。具体的には、年間 400 件を 600 件に、IPC セクションに

よる申請数を 100 件から 150 件に、同一出願者による申請件数を 1 ヶ月あたり 1 件から 1 週

間あたり 1 件とする提案内容となっている。PPH プログラムは、より高い法的安全性を確保しつつ

特許権を複数の国で取得できるよう出願者を支援する取組み。加えて、世界の主要な産業財

産庁における審査業務の最適化を図る目的も備えている。 

 

日付 2020 年 10 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/mg/triangulo-mineiro/noticia/2020/10/13/ufu-e-uftm-estao-entre-
as-instituicoes-que-mais-pediram-registros-de-invencao-e-de-software-no-brasil-em-
2019.ghtml 

タイトル ウベルランジア連邦大、ミナス三角地帯連邦大が 2019 年のブラジル居住者による発明特許出

願・ソフトウェア登録件数で上位機関に 

 

日付 2020 年 10 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-out-14/stj-fixar-termo-inicial-prazo-vigencia-patentes-
mailbox 

タイトル 高等司法裁判所、メールボックス特許の有効期間及び初期期間を決定へ 
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日付 2020 年 10 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/10/15/o-primeiro-ano-do-protocolo-de-
madri.ghtml 

タイトル マドリッドプロトコルの最初の年 

 

日付 2020 年 10 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/tilt/noticias/redacao/2020/10/17/anatel-e-receita-apreendem-
2437-mil-equipamentos-irregulares-de-telecom.htm 

タイトル 模倣品対策：ブラジル国内で通信機器 23 万 3,700 点を押収 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/inpi-apresenta-plano-de-
trabalho-para-os-proximos-anos-no-40deg-congresso-da-abpi 

タイトル INPI、ブラジル産業財産協会の第 40 回国際会議にて今後数年間の活動計画を発表 

要約 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、10 月 19 日（月）、ブ

ラジル産業財産協会（ABPI）が主催した第 40 回産業財産国際会議の開会式に参加した。

本イベントは、「デジタルトランスフォーメーションにおける産業財産の役割」を今年のテーマに据え、

オンライン形式で 10 月 22 日まで開催される。同長官は席上、INPI が 21 世紀の世界のリファレ

ンスとなることを目指して策定された 2020 年活動計画には、今後 3 年間の活動が盛り込まれ

ていると説明。その上で、インパクトの大きい取り組みの 1 つとして、企業、イノベーションセンター、

大学などのブラジル居住者による産業財産資産の保護を促進させるための新たな活動として開

始した「INPI ビジネス・プログラム」を挙げた。また、リアネ・ラージェ 特許・コンピュータプログラム・集

積回路利用権部長は、ブラジルにおける技術革新を奨励するための挑戦として、自身の担当分

野を社会のニーズに合致させることに尽力すると話した。2021 年中を見込むバックログ削減計画

の完了後は、産業財産法第 40 条単一項に基づく出願特許案件をゼロとするため、その最初

の審査を出願から 2 年以内に開始し、同じく出願から 3 年以内の査定完了を目指すとした。ま

た、現行の特許ハイウェイ事業に一層の柔軟性を持たせるための協定の締結も対策の 1 つとし
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て挙げた。 

 

日付 2020 年 10 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/veja-novos-editais-para-
selecao-de-bolsistas 

タイトル フェロー選抜の新たな公募資料を公示 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、外部研究員に奨学金を支給して実施する研究事業を通じて

同庁のサービスを改善することを目的とした、産業財産開発プログラム（PDPI）における公募資

料を公示した。PDPI は、同庁の産業財産・イノベーション・開発アカデミーが、INPI 内の部門との

協力の下で実施されるもの。今回の公募は、特許部（DIPRA）、異議申立て・無効化行政手

続き総合コーディネイト部（CGREC）、イノベーション普及総合コーディネイト部（CGDI）、経済

関連補佐・連邦特別検察部（AECON）における専門家の募集に関するものとなっている。 

 

日付 2020 年 10 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-concede-primeira-do-
para-povo-indigena 

タイトル INPI、先住民族を対象とした初の原産地名称を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ワラナー（天然ガラナ）及びワラナーパン（ガラナのパテを棒状

にしたもの）の原産地名称として、アンジラー・マラウ先住民保護区の先住民族が利用するため

の地理的表示として付与した。2020 年 10 月 20 日付の産業財産官報（RPI）に掲載された

もの。アマゾナス州とパラー州の境界に位置する地域を対象としたこの地理的表示は、アンジラー・

マラウ先住民保護区を指定区域と定め、その地域における生態系と、差別化された製品を得る

上でサテレー・マウェー族が際立った活動を行なっていることが確認され付与に至ったもの。サテレ

ー・マウェー生産者組合により申請された内容によれば、サテレー・マウェー族と、彼らの生活に密接

な関わりを持つガラナが地理的表示の指定地域で共生するためには、環境保護が必要不可欠

であるとされる。その理由として、同民族の関与によってこそ、ガラナが自然環境で遺伝的に保

全・適応することが可能となっていると説明され、そのために同地域でクローン技術などを用いた

人為的なガラナの木の繁殖は認められないという。一方の人為的要素としては、サテレー・マウェー

族農家による野生ガラナの手作業による栽培、極めて特徴的な色・香り・固さを備えたガラナの

棒状のパテを得るための、ガラナの実の乾燥・燻蒸作業が含まれている。 
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日付 2020 年 10 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/10/se-escolhida-para-5g-
huawei-tera-dados-do-brasil-diz-conselheiro-dos-eua.html 

タイトル 米国の評議員、もし 5G で Huawei が選ばれたなら、同社はブラジルのデータを手にするだろうと

話す 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/evento-discute-uso-do-
blockchain-para-protecao-de-pi-e-combate-a-contrafacao 

タイトル 産業財産保護や偽造防止のためのブロックチェーン技術の利用に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、サンパウロ州工業連盟（Fiesp）、欧州産業財産庁の IP Key

ラテンアメリカ事業は 10 月 27 日、「ブロックチェーンと産業財産：保護、製品の追跡、偽造の

防止」と題したウェビナーを共催する。本イベントでは、ブロックチェーン技術の概要と産業財産権

の保護と管理におけるその活用方法に関して議論が交わされる。製品の偽造や不正行為を防

止するためのブロックチェーン技術に基づいた枠組みの開発を目的として、この分野の専門家らが

官民団体のネットワーキングにおける欧州機関の経験を共有する。 

 

日付 2020 年 10 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/mercado-ilegal-de-produtos-gera-perda-
bilionaria-para-o-pais,9c27b2efc71a3c5b6fb86746f6c22643e6jp4p4d.html 

タイトル 製品の違法市場が国に甚大な損失を与えている 
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日付 2020 年 10 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/noticias/tecnologia-para-aspiracao-
endobronquial-de-secrecoes-ganha-premio-patente-do-ano 

タイトル 分泌物の気管支内吸引技術が今年の最優秀特許賞を受賞 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、COVID-19 関連の最も優れた特許を表彰するためにブラジル

産業財産協会（ABPI）が 2020 年に開始した年間特許大賞を発表した。ミナスジェライス連邦

大学（UFMG）が出願した分泌物の気管支内吸引手法に関する特許 PI0903266-5 号が最

優秀賞に輝き、10 月 19～22 日に開催された第 40 回ブラジル産業財産協会国際会議にて表

彰された。ノミネートされた 12 件の特許は、INPI の修士課程・調査課の 3 名の教授により構成

された審査委員会により、社会的便益の創出可能性、環境への影響、経済的メリットの創出

可能性、知財保護の特許化、ブラジル人発明家の参加といった点を考慮して評価された。 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/abertas-inscricoes-para-
mestrado-e-doutorado-profissionais-em-pi-e-inovacao 

タイトル 産業財産・イノベーション分野の職業修士・博士課程の願書受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーは、産業財産・イノベーション分野専門修士課程プログ

ラム（PPGPI）にて、修士 20 名・博士 15 名の願書申込を 12 月 4 日まで受付けている。選抜

結果は 2021 年 2 月 24 日に発表される予定。PPGPI は学術交流としての性質を備えており、

それまでの修了分野を問わず募集している。講習はリオデジャネイロ市内の INPI 本部で実施さ

れ、受講無料。願書受付はインターネット上でのみ行われる。 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/inpi-participa-de-forum-
global-de-institutos-de-pi-do-g-20 

タイトル INPI、G-20 産業財産庁グローバル・フォーラムに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、G-20 諸国産業財産チャレンジ・グローバル・フォーラムに参加し
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た。クラウジオ・フルタード長官に代わり、リネア・ラージェ特許・コンピュータプログラム・回路利用権

部長が出席した。本イベントは、新型コロナウイルスのパンデミック期間中の産業財産分野におけ

る世界的な課題についての協議を目的として開催されたもので、世界知的所有権機関

（WIPO）のダレン・タン事務局長、世界保健機関（WHO）のテドロス・アダノム事務局長が

参加。産業財産分野における情報交流拡大の必要性、産業財産に関連する技術開発やイノ

ベーションの普及へのインセンティブ付与、COVID-19 対策のグッドプラクティス導入における各産

業財産庁の能力向上、デジタル技術の活用経験の交流、G-20 諸国と WIPO の協力関係強

化について話し合われた。 

 

日付 2020 年 10 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/noticias/estao-abertas-pre-inscricao-
e-submissao-de-trabalhos-para-o-xii-enapid 

タイトル 第 12 回産業財産・イノベーション・開発学術会合へ向けた成功事例募集と事前申込受付を

開始 

要約 12 月 9～11 日に開催される第 12 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）の

事前参加申込の受付が開始された。本年は「ブラジル産業財産庁（ INPI）の未来  ─ 

INPI+50」をテーマとし、INPI ビジネス・プログラム、産業財産分野の国際協力、企業分野との関

係強化について協議される。本年は、成功事例の報告のために第 12 回 ENAPID 成果招聘が

行われる。社会・団体・企業の成功事例に加え、産業財産への投資、グローバル市場における

競争力強化戦略としてのイノベーション事例も対象に含まれる。事例紹介に際しては、知識の保

護と製品・プロセス・サービスや無形資産への付加価値との関係性が示される必要がある。11 月

23 日までに指定のメールアドレスに申込むこと。選ばれた成功事例は、バーチャル形式で紹介さ

れる。 

 

日付 2020 年 10 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/10/28/trf-julgara-se-marca-e-atentado-a-
moral.ghtml 

タイトル 商標が道徳に反するかを連邦地方裁判所が判断へ 
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日付 2020 年 10 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 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/2020/10/na-pandemia-pirataria-volta-a-
preocupar-industria.shtml 

タイトル パンデミック期間中、再び高まる模倣品に対する産業界の懸念が 

 

日付 2020 年 10 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-participa-de-
treinamento-em-desenho-industrial-do-ip-brics 

タイトル 意匠分野の IP BRICS によるトレーニングに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）をはじめ、ロシア・インド・中国・南アフリカの各産業財産庁が参加

するグループである IP BRICS による第 6 回審査官トレーニングが 10 月 27～29 日に開催された。

パンデミックの影響により、今回は初めてオンライン形式で実施。今回は意匠審査、意匠分野の

司法実務、意匠の国際登録システムと相手国での導入をテーマとして実施された。 

 

日付 2020 年 10 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/debate-mostra-desafios-da-
propriedade-intelectual-frente-mudancas-trazidas-pela-pandemia 

タイトル パンデミックによりもたらされた変化を前にした産業財産の課題について協議 

要約 パンデミックによりもたらされたデジタル化の加速は、電子商取引の増加に伴う新たな見通しと課

題や、新型コロナウイルスワクチンのような戦略分野におけるイノベーション圧力を高めた ── この

ような文脈から、ブラジル工業連盟（CNI）は 10 月 29 日、ブラジル産業財産庁（INPI）及び

高等司法裁判所（STJ）の後援を受け、世界知的所有権機関（WIPO）との共催で第 4 回

産業財産セミナーを開催した。INPI のフェリペ・メロ イノベーション普及総合コーディネイターは開会

の席で、社会経済開発のツールとしての産業財産に関する社会の認知が高まっていると説明。

産業財産国家戦略の策定が進められているとコメントした。CNI のカルロス・アビジャオディ産業

開発ディレクターは、新たな課題を前に産業財産システムの改善を推進するためには、未だ多く

の協議が必要と指摘した。基調講演で、STJ のパウロ・デ・タルソ・サンセヴェリーノ判事は、産業



 

11 

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

財産システムの成熟と市民による認知の高まりについて触れ、また現在の産業界の懸念は、CNI

が指摘するように電子商取引における模倣品の増加だと述べた。続くパネルでは、司法の専門

化、産業財産とビジネス、技術ニーズ、新たな技術導入に伴う課題についてそれぞれ話し合われ

た。 

 

日付 2020 年 10 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/inpi-negocios-e-destaque-
em-evento-conheca-o-programa 

タイトル イベントで注目を浴びた INPI ビジネス・プログラムについて、より詳しく 

要約 ブラジル工業連盟（CNI）が、ブラジル産業財産庁（INPI）及び高等司法裁判所（STJ）の

後援のもと、世界知的所有権機関（WIPO）と共催した第 4 回産業財産セミナーのパネルディ

スカッション第 3 部では、産業財産とビジネスの関係やそれに関連する公共政策に関する協議

が行われた。同パネルにて、INPI のフェリペ・メロ イノベーション普及総合コーディネイターは、同庁

が戦略として掲げる INPI ビジネス・プログラムについて紹介。同プログラムは、小・零細企業やスタ

ートアップを含め、国内における産業財産資産の創出や差別化のための利用を奨励するもの。

同プログラムの一環として、イノベーションに関連する職員による対応をより身近なものとする遠隔

メンター、取引やライセンス化可能な技術を電子プラットフォーム上で表示する産業財産ショーケー

ス、デンマークとの協定により開始されたビジネスラウンドなどが挙げられる。同氏によると、アグロビ

ジネスに焦点を当てた最近のビジネスラウンドでは 36 件の事業提案が登録され、ブラジル企業も

6 社が関与しているという。 
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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。 

 

 

 


