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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.50（2020 年 12 月分） 

2021 年 1 月 13 日発行 

日付 2020 年 12 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/inpi-revisa-diretrizes-de-
exame-de-pedidos-de-patente-na-area-de-biotecnologia 

タイトル INPI、バイオテクノロジー分野の出願特許審査ガイドラインを公表 

要約 2020 年 12 月 1 日付の産業財産官報第 2,604 号で公布されたブラジル産業財産庁

（INPI）指令 PR 第 118 号は、バイオテクノロジー分野の出願特許の審査ガイドラインを改定す

るもので、同日に発効した。この新ガイドラインは、2015 年 3 月に公示されたバイオテクノロジー分

野のガイドラインを改定し、より詳細にしたもの。今回のガイドライン改定にあたっては、庁内での

意見収集に加え、公聴会を通じて本テーマに関連する 20 の団体からのコメントや提案を広く受

けたもの。提出されたコメントや提案は、全て特許部（DIPRA）で見直しとグループ内で検討され

た。バイオテクノロジー分野での特許保護の対象範囲の明確化は、ブラジル国内のバイオ産業の

発展を奨励する産業政策と歩調を合わせることによって、産業財産システムの法的安全性の向

上につながる。この新たな出願特許審査ガイドラインは、11 月 26 日にアミルトン・モウラン副大

統領にも紹介された。 

 

日付 2020 年 12 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/ultima-chamada-inscricoes-
para-mestrado-e-doutorado-vao-ate-dia-4-12 

タイトル 最終案内：修士・博士課程の申込は 12 月 4 日まで受付 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの修士（20 枠）・博士（15 枠）の各課程では、12
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月 4 日まで入学願書を受付けている。産業財産・イノベーション分野の専門修士・博士課程プ

ログラム（PPGPI）の一環で募集しているもの。選抜結果発表は 2021 年 2 月 24 日を予定し

ている。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 12 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/uniao-de-esforcos-mantem-
combate-a-pirataria-em-2020/ 

タイトル 模倣品対策への努力を集結し続けた 2020 年 

 

日付 2020 年 12 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 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-dez-03/disputa-marca-iphone-stf-conciliacao 

タイトル 連邦最高裁判所における商標「iPhone」をめぐる係争は和解により解決へ 

 

日付 2020 年 12 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/inpi-lanca-portais-em-ingles-
e-espanhol-para-intensificar-contato-com-publico-estrangeiro 

タイトル INPI、外国人対応強化を目的とした英語・スペイン語のポータルサイトを開設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、既存のポルトガル語によるポータルサイトを基とした、英語・ス

ペイン語の新ポータルサイトの運用を開始した。同庁の活動や産業財産に関する重要な情報を

外国人向けに提供することを目的としたもの。これにより、イノベーション分野での協業や新たな産

業財産の創出といった同庁の推進分野における INPI の活動の幅が広がり、また同庁の情報の

透明性向上も図られる。 
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日付 2020 年 12 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/academia-prorroga-
inscricoes-para-mestrado-e-doutorado 

タイトル INPI アカデミー、修士・博士課程の募集期間を延長 

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の修士・博士課程プロ

グラム（PPGPI）の一環で行われている選抜プロセスについて、願書の受付を 12 月 6 日 23 時

59 分まで延長した。 

 

日付 2020 年 12 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/empresas-de-brasil-e-
dinamarca-podem-formar-parcerias-para-inovacao 

タイトル ブラジル・デンマーク両国の企業によるイノベーション分野の協業が実現へ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と在ブラジル デンマーク王国大使館が 12 月上旬に開催したアグ

リビジネス分野におけるイノベーションに関するウェビナーにより、両国間の新たなビジネスが創出さ

れつつある。70 の企業や団体が参加した同イベントでは、精密農業、灌漑用水管理、害虫対

策、植付用機器、精密牧畜、マイコトキシン除去、作物保護など様々な分野の技術が紹介さ

れた。本イベントは、協業を通じてアグリビジネス分野向けの革新的な技術ソリューションを創出

することに関心を寄せる研究者や企業を対象に行われたもので、各オンライン・セッションの後に

は、電子フォーマットを通じて共同事業を提案するように案内された。この取組みは、2019 年 10

月に INPI・デンマーク大使館の間で締結されたイノベーション分野の協力協定におけるアジェンダ

の一環として行われたもの。 

 

日付 2020 年 12 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/pirataria-um-problema-economico-
social/ 

タイトル 経済社会問題としての模倣品行為 

 



4 

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

日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-completa-50-anos-no-
dia-11-12-acompanhe-a-serie-de-videos-comemorativos 

タイトル 12 月 11 日に 50 周年を迎える INPI のオンライン祝賀イベントの案内 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 12 月 11 日に創立 50 周年を迎えるのに際し、その祝賀イベン

トとして、同庁の全ソーシャルネットワーク上にて国内外の関係機関、政府機関のトップや同庁職

員からの祝福のメッセージが共有される。その「INPI+50 週間」における最初の記念動画として、ブ

ラジルで初めて設置された産業財産修士プログラムである INPI 産業財産・イノベーション・開発ア

カデミーの教授陣やその OB・OG らが協力して制作した動画が公開された。同アカデミーは、12 月

9～11 日に第 22 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）を開催する。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/xii-enapid-comeca-nesta-
quarta-feira-9-12-e-sera-on-line 

タイトル 第 22 回産業財産・イノベーション・開発学術会合がオンラインで 12 月 9 日に開幕 

要約 第 22 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）が、12 月 9～11 日にかけ開催

される。ブラジル産業財産庁（INPI）が創立 50 周年を迎えるのを受けて、今年は「INPI の未

来：INPI+50」をテーマに掲げる。世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジル産業財産協会

（ABPI）が後援。ENAPID の会期中には、産業財産修士プログラムとリオデジャネイロ州産業

財産・イノベーション分野研究グループ間の会合も行われる。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/institutos-de-pi-de-portugal-
e-do-japao-e-sebrae-parabenizam-inpi-pelos-50-anos 

タイトル ブラジル中小・零細企業サービス（SEBRAE）及びポルトガル、日本の産業財産庁が INPI への

祝福を伝える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 12 月 11 日に創立 50 周年を迎えるのを受けて、INPI では全
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ソーシャルネットワーク上で国内外の関係機関、政府機関トップや同庁職員らからの祝福メッセー

ジを共有している。日本国特許庁（JPO）の糟谷敏秀長官は動画メッセージにて、INPI が世界

で最初にウェブによる特許・商標データベースを構築した機関であることに触れ、ブラジル・日本間

の特許審査ハイウェイ（PPH）及びトレーニングにおける協力や、特許審査官同士の協業の重

要性を伝えた。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-abre-vagas-para-
movimentacao-de-pessoal-para-unidade-regional-de-sp 

タイトル INPI、サンパウロ地域支部にて職員を募集 

要約 ブラジル連邦政府の職員ポータルにて、12 月 8 日（火）、ブラジル産業財産庁（INPI）サンパ

ウロ支部の職員募集が公示された。高等教育修了者 3 名を募集する。応募締切りは 2021 年

1 月 8 日。 

 

日付 2020 年 12 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 IG ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.ig.com.br/2020-12-08/receita-apreende-r-26-bilhoes-em-produtos-
piratas-em-2020.html 

タイトル 国税庁、2020 年に 26 億レアル相当の模倣品を押収 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/ompi-e-escritorio-de-pi-da-
dinamarca-destacam-importancia-do-inpi-nos-seus-50-anos 

タイトル WIPO、デンマーク産業財産庁が今年 50 周年を迎える INPI の重要性を強調 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 12 月 11 日に創立 50 周年を迎えるのを受けて、INPI では全

ソーシャルネットワーク上で国内外の関係機関、政府機関トップや同庁職員らからの祝福メッセー

ジを共有している。世界知的所有権機関（WIPO）リオデジャネイロ支部のジョゼー・グラサ・アラ
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ーニャ地域ディレクターは、動画メッセージにて INPI 全職員への祝福を送り、同庁による特に特

許・商標分野の近年での成果を強調した。同時に、ブラジルのビジネス環境とイノベーションにお

ける同庁の取組みの重要性を強調した。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/enapid-esta-sendo-realizado-
ate-sexta-reducao-de-50-no-backlog-de-patentes-e-destaque 

タイトル 産業財産・イノベーション・開発学術会合を金曜日まで開催中：特許バックログの 50%削減が

トピックに 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が今年 50 周年を迎えるのを受け、「INPI の未来：INPI+50」をテ

ーマに掲げて第 22 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）が、12 月 11 日まで

オンラインで開催されている。その開会イベントにて、同庁のクラウジオ・フルタード長官は、特許バ

ックログ削減計画の対象となっている審査待ちの出願特許件数が、2019 年 8 月から 2020 年

12 月第一週までの間に、14 万 9 千件から 7 万 5 千件と約 50%減少したことを明らかにした。

また、COVID-19 のパンデミックによりもたらされた数々の困難にもかかわらず、同庁の年次目標に

到達するために割かれた各部門の努力や、特許・商標の出願件数が前年比 10～14%増となる

見込みであることを話した。また経済省のミゲル・カルヴァーリョ氏は、全国産業財産戦略の概略

を説明。同氏は産業財産省庁間グループ（GIPI）を通じた、国際ベンチマーキングの導入やパブ

リック・コメント募集などの 1 年半に及んだ取組みについて紹介した。 

 

日付 2020 年 12 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/12/09/orgaos-de-defesa-do-consumidor-
fazem-acao-de-combate-a-pirataria-no-natal-2020.ghtml 

タイトル 消費者保護機関、2020 年クリスマス商戦における模倣品の危険性を警告 
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日付 2020 年 12 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/escritorio-de-pi-do-reino-
unido-e-embaixada-britanica-enfatizam-parceria-com-o-inpi 

タイトル 英国産業財産庁、在ブラジル英国大使館が INPI との協力関係を強調 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 12 月 11 日に創立 50 周年を迎えるのを受けて、INPI では全

ソーシャルネットワーク上で国内外の関係機関、政府機関トップや同庁職員らからの祝福メッセー

ジを共有している。英国産業財産庁（UKIPO）のティム・モス長官は、INPI の近代化へ向けた

協力や支援を強調。同氏は、ブラジルの中小企業やスタートアップの産業財産資産の更なる創

出を目的とした INPI ビジネスプログラムの重要性についても語っている。在ブラジル英国大使館の

リズ・デイヴィッドソン大使は、生産性の向上、貧困削減、ブラジルのビジネス機会拡大、産業財

産権保護の奨励を目的とした Prosperity Fund 事業を通じた両国間の協力関係の重要性を

伝えた。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/cerimonia-marca-50-anos-do-
inpi-e-lancamento-da-estrategia-nacional-de-propriedade-intelectual 

タイトル 全国産業財産戦略を式典にて発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）で開催された式典にて 12 月 11 日、経済省生産性・雇用・競争

力特別局（SEPEC/ME）が全国産業財産戦略（ENPI）を発表した。この戦略は、全国の産

業財産システムをより実効的かつ広く広報することで、ブラジルの社会経済開発と競争性の強

化を目的としてイノベーションへの投資や創造的活動を奨励するもの。ENPI は、220 名の専門家

の助言とパブリック・コメントの募集にて寄せられた民間企業などからの 98 件の提言を盛り込

み、産業財産省庁間グループ（GIPI）の作業を基に立案された。この戦略に沿った行動計画

は、2020 年 8～10 月にかけて実施されたパブリック・コメントの募集を通じて特定された社会的

優先度に応じ、今後詳細に検討・計画される予定で、2 年間のアクション・プランとして、2021

年上半期に発表される見通し。ENPI に関する初期の全情報を集約した全国産業財産ポータル

も同時に発表される予定。ENPI ではさらに主要な目標として、ブラジルを産業財産保護を目的

とした出願の件数で世界トップ 10 の国にすること、産業財産の集約産業が GDP に加算する付

加価値の 30%を担うようになること、産業財産保護のためのツールを国内のイノベーティブ企業の

80%が利用するようになること、などが定められている。 
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日付 2020 年 12 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/noticias/hoje-os-servidores-
colaboradores-e-aposentados-comemoram-os-50-anos-do-inpi 

タイトル INPI 職員・退職者、ブラジル工業連盟、欧州特許庁が INPI 創立 50 周年を祝福 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 12 月 11 日に創立 50 周年を迎えるのを受けて、INPI では全

ソーシャルネットワーク上で国内外の関係機関、政府機関トップや同庁職員らからの祝福メッセー

ジを共有している。ブラジル工業連盟（CNI）のロブソン・ブラーガ・デ・アンドラーデ会長は、INPI

の全職員へ向けて彼らの国に対する貢献を祝福。産業財産分野においては INPI の取組みに支

えられている工業部門が国の開発に果たす役割について述べ、CNI と INPI の間のパートナーシッ

プの重要性を強調した。欧州特許庁（EPO）のアントニオ・カンピノス長官は、ブラジルの発明家

の創造性に加え、特許制度の重要性を指摘。その上で、そして産業財産の国際システムで INPI

が果たす役割が拡大しているとしてその重要性を伝えた。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/evento-marca-50-anos-de-
historia-do-inpi 

タイトル パートナー機関や職員らを招いた祝賀式典が INPI の創立 50 年の歴史を飾る 

要約 第 22 回産業財産・イノベーション・開発会合（ENAPID）の閉会式にて、12 月 11 日に記念す

べき創立 50 周年を迎えたブラジル産業財産庁（INPI）の祝賀式典が行われた。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、同庁職員の努力により、現政権の発足

から 2 年足らずで特許バックログ件数が 50%削減したことを強調した。同庁のクラウジオ・フルター

ド長官は、ブラジルが産業財産の新たなフロンティアに入ったとし、INPI が企業に対して権利保護

を付与する機関であるだけでなく、それを促進する役割を果たすようになったと話した。その事例と

して、INPI ビジネスプログラムと、デンマークとの農業分野におけるパートナーシップを紹介した。 
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日付 2020 年 12 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/noticias/projetos-e-iniciativas-
impulsionaram-realizacoes-do-inpi-em-2020 

タイトル 2020 年に INPI が実現した事業と取組み 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許分野において特許バックログ削減計画の対象となってい

る審査待ち出願特許の件数を、2019 年 8 月 1 日から 2020 年 12 月 8 日の間に、14 万 9 千

件から 7 万 5 千件へと 50%削減した。2020 年 4 月には、COVID-19 関連技術調査事業を発

足させ、関連する医薬品、ワクチン、治療法、融資・税制優遇制度、特許に関する調査を行な

った。優先審査事業では、スタートアップ特許、COVID-19 関連技術、市場で利用可能な技術

を用いたプロセス、公的融資の成果としての技術を伴ったプロセスを新たに対象として加え、様式

は 16 種類となった。22 ヵ国との特許審査ハイウェイ（PPH）も実施されている。商標分野で

は、バックログ件数が 2013 年 12 月の 50 万件から、2020 年 12 月には 15 万件へと減少。そ

のうち 55%が直近 6 ヶ月間に出願されたものとなっている。商標の査定に要する期間は、異議

申立てのあるもので 64 ヶ月から 10 ヶ月、ないもので 28 ヶ月から 6 ヶ月へと短縮された。2020

年 10 月に 1 周年を迎えたマドリッド・プロトコルの運用においては、ブラジル国内からは 135 件、

ブラジルを指定するものでは 9,839 件の出願があり、国際ランキングでは 17 位となった。意匠分

野では、2018 年 12 月に 1 万 2 千件のバックログが解消され、現在の審査・査定に要する期間

は 1.5 ヶ月まで短縮されている。 

 

日付 2020 年 12 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 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/715720-camara-dos-deputados-aprova-marco-legal-
das-startups 

タイトル 連邦下院議会、スタートアップ基本法を可決 

要約 連邦下院議会は 12 月 14 日、ブラジル国内企業におけるイノベーション活動の促進を目的とし

たスタートアップ基本法（2019 年付補足法第 146 号）を可決した。賛成 361 票、反対 66

票を得て可決されたもので、上院議会へと送付された。この法案の提出責任者であるヴィニシウ

ス・ポイチ議員（サンパウロ州選出、Novo 党）は、この基本法案が投資の際の完了手続きを

削減し、法的安全性を向上させ、その結果として所得向上と雇用創出をもたらすと説明する。

可決された条文では、製品・サービス・ビジネスモデルにイノベーションを活用する企業（単一出資

者法人含む）及び合名会社で、前年の年間総売上高が 1,600 万レアルを越えず、法人登録
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番号（CNPJ）が登録後 10 年以内の企業をスタートアップと定義している。法案ではさらに、ブ

ラジル産業財産庁（INPI）に対する出願簡易ポータルサイト（Redesim）を通じた特許・商標

出願における優先審査権を与えている。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/matas-de-minas-e-mais-uma-
ig-concedida-pelo-inpi-como-produtora-de-cafe 

タイトル INPI、コーヒー生産者を対象とした地理的表示 Matas de Minas を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、コーヒー生豆や加工・焙煎・焙煎粉末コーヒーを生産することで

知られるミナス・ジェライス州内の地域に、原産地表示としての地理的表示 Matas de Minas を

付与した。マタス・デ・ミナス・コーヒー団体評議会により 2018 年 7 月 5 日に登録申請が行われ

ていたもので、2020 年 12 月 15 日付の産業財産官報（RPI）第 2,606 号にて公示された。

INPI に提出された申請書類によると、同州の 64 市にまたがる地域でのコーヒー生産は 1970 年

に盛んとなり、この地域の重要作物となった。標高・気温・雨量・土壌など環境要因がこの地域

でのコーヒー栽培の発展に寄与したとされる。またスペシャルコーヒーの生産も行われており、国内

外での認知度も向上している。INPI に登録された地理的表示はこれで 83 件に達し、うち 23 件

が原産地名称（うち 9 件が海外のもの）、60 件が国内の原産地表示となっている。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/publicada-a-3a-revisao-da-
3a-edicao-do-manual-de-marcas 

タイトル 商標マニュアルの第 3 版の三訂版を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 15 日、商標マニュアル第 3 版の三訂版を公開した。今

回の改定は、商標登録の共同出願制度と異議申立て・無効化行政手続きの審査に関する新

たな申請手順が利用可能となったことを受けてのもの。登録商標や商標出願の権利移転申請

に関する手続きについても含まれている。改訂内容の詳細は、商標マニュアルの変更履歴のセッ

ションを参照のこと。 
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日付 2020 年 12 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/noticias/inaugurada-nova-sede-da-
unidade-do-inpi-no-ceara 

タイトル INPI のセアラー州支部の新事務所が開業 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 14 日、セアラー州の INPI 地域支部新事務所の開所式

をオンライン生配信した。セアラー連邦研究所（IFCE）のフォルタレーザ・イノベーション・センターに

設置されたもの。INPI と IFCE は、研究開発・イノベーションを通じての地域の生産チェーンの需要

に対応するため、INPI ビジネスプログラムの一環としてのパートナーシップを締結している。フォルタレ

ーザ・イノベーション・センターは、ブラジル研究産業イノベーション公社（Embrapii）の信任を

2014 年に受けており、組込型システム及びデジタル・モビリティ分野での活動を行なっている。

IFCE は、4 万人の学生を抱える 33 のキャンパスからなる技術情報センター（NIT）を基礎に活

動を行なっており、すでに 55 社に及ぶ 60 案件、事業投資額 2,800 万レアル相当が同センター

の支援で実施されている。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-divulga-estudo-sobre-
vacinas-de-rna-para-prevencao-da-covid-19 

タイトル INPI、COVID-19 予防のための RNA ワクチンに関する調査結果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の COVID-19 関連技術調査事業は 12 月 14 日、「COVID-19

予防のための臨床試験中の RNA ワクチンの関連する特許出願動向」と題した調査レポートを公

表した。同技術に関連した特許書類を基に、臨床試験が進んでいる RNA ワクチンに関連する

現時点の出願動向を提供することを目的としたもの。情報源としての使用のほか、INPI や海外

で出願されている特許について知ることができる。本報告書は、臨床試験のステージの進んでいる

ワクチンに関する調査の一環を成すもので、「COVID-19 予防のための DNA に基づくワクチン：作

用の仕組み・臨床実験・出願特許」報告書がすでに公開されているほか、ウイルスベクター、不

活化ウイルス及びタンパク質サブユニットに基づくワクチンについても現在調査が進められている。 
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日付 2020 年 12 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/brasil/noticia/2020/12/15/pressionado-por-stf-e-tcu-governo-
estuda-mudar-lei-de-patentes.ghtml 

タイトル ブラジル政府、連邦最高裁判所・会計検査院の圧力を受け産業財産法の改正を検討 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/pareceres-de-patentes-do-
buscaweb-tambem-estao-no-e-patentes-parecer 

タイトル 検索システム BuscaWeb の特許見解書が e-特許システムの見解書サブセクションに移行 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、同庁の特許審査官が作成する文書へのアクセスを容易に

し、出願者の意見表明を迅速に行えるようにするため、e-特許・見解書サブセクションを 2019 年

7 月 30 日から運用している。IT インフラのパフォーマンス確認と同プラットフォームへの見解書デー

タの移行が完了したことを受け、INPI では 12 月 16 日より、特許検索システム BuscaWeb で参

照可能であった全ての見解書について、e-特許・見解書サブセクションでの参照サービスを開始し

た。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/primeira-fase-do-programa-
de-telementoria-em-pi-capacita-186-profissionais 

タイトル 産業財産遠隔メンタープログラムの第一フェーズで 186 名の研究者を育成 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、INPI ビジネスプログラムのメンター・パイロット・プログラムの一環

として、第 1 回となる産業財産平準化講習を実施し、ブラジル産業研究・イノベーション公社

（Embrapii）の 30 支部の研究開発・イノベーションセンターに在籍する 186 名の研究者を、

2020 年 11 月 30 日～12 月 10 日にかけて育成した。国内居住者による特許出願数の増加、

出願時の品質向上、研究開発・イノベーションにおける国内投資のリターン改善を目的に実施さ

れたもの。特許制度や出願方法、情報技術などの産業財産システムについて取り扱われた。次

回以後のメンタープログラムは、INPI 支部が直接実施する予定。 
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日付 2020 年 12 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-dez-17/stf-anuncia-calendario-julgamentos-semestre-
2021 

タイトル 連邦最高裁判所、2021 年上半期の審議日程を発表 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-adere-ao-pagtesouro-e-
disponibiliza-pix-para-cinco-servicos 

タイトル INPI、PagTesouro プログラムに参加し、5 つのサービスについて Pix による支払対応を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、連邦政府機関の徴税や納税者による納付を迅速・容易とす

るオンラインソリューションである PagTesouro プログラムに参加した。これにより、委任者を通じた

手続きを除き、納付料金表に基づくコード別の複数の手続きについて、Pix を通じた口座引き落

とし払いを選択できるようになった。今後は対応する INPI のサービスや委任者を通じた手続きでも

利用可能となる予定。従来の連邦納付票（GRU）による支払いも引き続き可能となっている。

本件は、INPI と市民の間の相互活動の近代化を目指す産業財産デジタル計画（PI Digital）

の一環として行われたもの。 

 

日付 2020 年 12 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/inpi-lanca-o-chatbot-felinpi-
para-atendimento-24h-aos-usuarios 

タイトル INPI、利用者への 24 時間対応を可能とするチャットボット「Felinpi」を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、サービス改善を目的として、週の曜日に関わらず 1 日 24 時

間利用可能な自動対応システムチャットボット「Felinpi」の導入を発表した。名称は利用者の投

票によって決められた。このチャットボットは、ポータルサイトのページに加え、利用者対応統合プラ

ットフォーム、さらに商標・特許・意匠・地理的表示・コンピュータプログラム・集積回路利用権・技
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術移転契約・フランチャイズなどの各サービスへのアクセスページからも利用可能。今回の導入は、

INPI とのリレーション・エクスペリエンスの向上と利用者へのガイド機能を強化する産業財産デジ

タル計画の一環で行われた。 

 

日付 2020 年 12 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/pph-atinge-limite-anual-de-
400-requerimentos 

タイトル 特許審査ハイウェイ、年間 400 件の申請上限数に達する 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許審査ハイウェイ（PPH）パイロット事業の申請件数が、

2019 年付 INPI PR 決議第 252 号に規定された年間申請数上限の 400 件に達したと発表し

た。今後の申請は受付けられないことから、優先手続き申請用のフォーマット及び連邦徴収票

（GRU）の支払い種別コード 277 を利用不可能とする措置が取られている。また過去の発表の

通り、INPI では PPH の第 2 フェーズの前倒し実施を早急に行なうための準備を進めている。 

 

日付 2020 年 12 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2020/12/21/brasil-e-do-mundo-1-em-
consumo-de-pirataria-online-diz-estudo.htm 

タイトル ブラジルがオンライン海賊版コンテンツの消費で世界一との調査結果 

 

日付 2020 年 12 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/agronegocios/noticia/2020/12/21/governo-publica-decreto-que-
pretende-combater-sementes-piratas.ghtml 

タイトル 政府、模倣品種子対策にあたる政令を公布 
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日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-prorroga-prazos-
vencidos-em-24-e-31-de-dezembro 

タイトル INPI、12 月 24・31 日に期日を迎える手続きの期限を延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2019 年 12 月 30 日付経済省省令第 679 号に基づき、12

月 24・31 日の営業時間を 14 時で終了する。また、金融機関が 24 日の営業時間を短縮し、

31 日を祝日扱いすることから、これら各日を期日とする手続きはそれぞれ 12 月 28 日、2021 年

1 月 4 日まで期限を延長した。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/inpi-faz-reconstituicao-e-
restauracao-de-processos-de-marcas-2 

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 号に基づき、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・復元手続きの追加処理

を行なった。対象となった申請案件の一覧は、2020 年 12 月 22 日付産業財産官報（RPI）

第 2,607 号のセクション I「通告」の項に掲載、またそれぞれの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 12 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/noticias/republicada-rpi-de-marcas-
para-inclusao-de-despacho-omitido-por-erro 

タイトル 手違いにより脱落した手続きを含め産業財産官報の商標の部を再公示 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2020 年 12 月 22 日付産業財産官報（RPI）第 2,607 号

について、手違いにより脱落した手続きを含め改めて公示を行なった。対象の出願案件以外の

内容に変更はない。 
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日付 2020 年 12 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/ig-antonina-para-bala-de-
banana-e-a-ultima-concedida-pelo-inpi-em-2020 

タイトル INPI、本年最後の地理的表示をアントニーナ産バナナキャンディに付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 29 日、原産地表示としての地理的表示「アントニーナ」

を同地域のバナナキャンディに対して付与した。同日付の産業財産官報（RPI）に公示されたも

ので、アントニーナ・モヘッテス・バナナキャンディ生産者協会が 2019 年 9 月 3 日に申請を行なっ

ていた。その際の提出資料によると、パラナ州沿岸部に位置するアントニーナ市におけるバナナキャ

ンディの生産に関する最初の報道は、1979 年に行われたとされる。その後も家族生産の伝統が

守られ、手作りの製法が引き続き採られており、現在の月間生産量は 15 トンに及んでいるとい

う。さらに、アントニーナ市の発展に対する同産業の寄与、観光促進効果など、バナナキャンディの

生産の重要性も説明されている。本件により、2020 年中に付与された地理的表示の登録件数

は 10 件となり、うち 3 件が原産地名称、7 件が原産地表示となっている。 

 

日付 2020 年 12 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-adotara-novo-padrao-
para-listagem-de-sequencias-biologicas 

タイトル INPI、生物学的配列リストの新基準を導入 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2022 年 1 月 1 日より生物学的配列リスト（LS）の新基準

を導入する。世界知的所有権機関（WIPO）の基準委員会の指令に基づき、ST.25 基準

（TXT）から ST.26 基準（XML）へ移行することに伴う措置で、2020 年 12 月 21 日付 INPI

省令 PR 第 405 号にて LS の更新が規定された。INPI では 2021 年 1 月 2 日～同年 12 月 31

日の間、システム評価を目的として ST.26 の自主的な使用を認める。従って出願特許の詳細説

明を補足する際の LS として ST.25 及び ST.26 のいずれに基づく表記でも受理するが、出願者に

よる ST.26 の使用はこの間は義務とはならない。 
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日付 2020 年 12 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/buscaweb-marcas-
apresentara-a-integra-das-decisoes-de-merito 

タイトル 検索サービス Buscaweb の商標サブセッションにて査定内容の全文を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2020 年 12 月 31 日より、検索サービス Buscaweb にて商標

登録手続きの査定内容の全文を公表する。2020 年 12 月 15 日付の産業財産官報（RPI）

第 2,606 号で公示された以降の査定がシステム上でも参照可能となる。公表される査定は、登

録査定、修正登録査定、補正書提出要求、拒絶査定、修正拒絶査定、査定審査留保。文

書を参照するには、システムログインの必要がある。 

 

日付 2020 年 12 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/fase-ii-do-pph-aceitara-ate-
600-pedidos-a-partir-de-janeiro 

タイトル 特許審査ハイウェイの第 2 フェーズにて、年間 600 件を 1 月以降に受付け 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2021 年 1 月 1 日より特許審査ハイウェイ（PPH）の第 2 フ

ェーズを開始する。2020 年 12 月 21 日付産業財産官報（RPI）第 2,608 号に公示された省

令第 404 号の規定に基づくもの。新フェーズでは、年間 400 件の受付上限数が 600 件に増加

するほか、IPC 区分あたり年間上限件数を 100 件から 150 件へ、出願者あたり出願上限件数

を月 1 件から週 1 件へと変更する。 

 

日付 2020 年 12 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/noticias/antigo-portal-do-inpi-saira-
do-ar 

タイトル INPI の旧ポータルサイトが運用停止に 

要約 新サイトに移行中であったブラジル産業財産庁（INPI）の旧ポータルサイトは、2020 年 12 月

31 日をもってアクセス不可となる。これをもって INPI は、連邦政府単一ポータルサイトである

Gov.br への移行作業を完了する。 
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日付 2020 年 12 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/noticias/nomenclatura-e-situacao-de-
uso-de-codigos-de-servicos-de-recursos-e-nulidades 

タイトル 異議申立て・無効化手続きの新サービスコードの利用について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）異議申立て・無効化行政手続き総合調整部は、2020 年 12 月

3 日付 INPI 省令 PR 第 382 号の規定に基づき、利用料金表における名称変更が行われたサ

ービスに対応する新コードを公表した。2021 年 1 月 2 日から使用が開始される。 
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