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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.52（2021年 2月分） 

2021年 3月 10日発行 

日付 2021 年 2 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/inpi-concede-denominacao-
de-origem-para-cafe-do-caparao 

タイトル INPI、カパラオー産コーヒーに原産地名称を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2 月 2 日付の産業財産官報（RPI）にて、カラパオ

ー地方で生産されるアラビカ種コーヒーに原産地名称 Caparaó を付与した。ミナス

ジェライス、エスピリトサント両州の州境に位置するこの地域は、カパラオー国立

公園の周縁部に広がり、両州にまたがる 15 の市を含む。今回の付与で、INPI に登

録された地理的表示の件数は 85 件となり、うち 61 件が原産地指定、24 件が原産

地名称となった。 

 

日付 2021 年 2 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/2021/02/02/na-india-brasil-e-alvo-de-
protestos-por-vetar-quebra-de-patente-de-vacinas.htm 

タイトル ブラジル、ワクチン特許の剥奪を拒否したことによりインドでの抗議活動の的に 

 

日付 2021 年 2 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 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-e-apex-brasil-assinam-
acordo-para-promover-uso-da-pi-por-empresas-nacionais 

タイトル INPI、Apex-Brasil と国内企業による産業財産の利活用促進のための協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル輸出投資促進庁（Apex-Brasil）は 2 月 4

日、ブラジル企業の国際化のための競争力向上ツールとしての産業財産の利用促進

を目的として、3 年間の技術協力協定を締結した。Apex-Brasil の投資招致プログラ

ムの強化もその目的に含まれている。同庁のクラウジオ・ヴィラール・フルタード

長官は、オンラインで行なわれた記念式典の席上、国際貿易・産業財産保護・投資

の間には強い関連性があると指摘。そのような現状を前に、同庁と Apex-Brasil 間の
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この協力関係が、新たな産業財産資産の創出を促進し、ブラジル企業の国際競争力

向上戦略に資すると話した。今回の協定は、INPI ビジネスプログラムの一環として

実施されるもので、ブラジル国内居住者の中でも、特に企業を対象とした産業財産

の利活用を拡大することに焦点が置かれる。予定されている取組みとしては、輸出

分野の企業家や Apex-Brasil の輸出促進職員への産業財産面の人材育成活動に加え

て、産業財産システムの戦略的利用に重きを置く企業への遠隔メンターサービス、

ビジネス・イノベーションに関連する国際イベント・ビジネスラウンドへの共同参

加、INPI アカデミーと Apex-Brasil の海外ビジネス促進活動の交流、国際市場におけ

るブラジル産品の競争力向上を目的とした地理的表示の活用促進などの取組みが含

まれている。 

 

日付 2021 年 2 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-novo-painel-de-
disponibilidade-de-sistemas-e-servicos 

タイトル INPI、システム・サービスの稼働状況を示す新たな状況パネルの運用を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2021 年 2 月 9 日より、同庁のシステムやサービスの

稼働状況を利用者が確認できる状況パネルの運用を開始する。新たに設けられるこ

のパネルでは、読込み時間が短縮され、ナビゲーションもスムーズとなるほか、リ

アルタイムで同庁のシステム・サービスの状況を確認できるようになる。また、シ

ステムの障害・定期メンテナンス・運用停止に関するレポートを参照可能となる。 

 

日付 2021 年 2 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 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/725636-projeto-em-analise-permite-quebra-de-
patente-de-vacinas-contra-covid-19/ 

タイトル COVID-19 ワクチン特許の剥奪を可能とする法案が審議中 

要約 下院議会で審議中の 2021 年付法案第 174 号は、パンデミックが継続する間、

COVID-19 ワクチンの特許をブラジルで強制ライセンス化することを規定している。

この法案の実効性は、現在世界中で提供されている COVID-19 ワクチンの特許の剥

奪を政府に可能とさせる点にあり、これによりブラジル国内での生産が可能とな

る。この法案は、政府の新型コロナウイルス対策を定めた 2020 年付法令第 13,979

号を改正しようとするもので、エイトール・フレイレ議員（PSL 党、セアラー州選

出）が提出したもの。現在、国内で生産されているのは CoronaVac が唯一のワクチ

ンであり、これはサンパウロ州のブタンタン研究所にて中国企業 Sinovac 社のライ

センス供与の元で生産されている。その他のワクチンは海外製薬会社と契約を経

て、ブラジル政府により調達される必要がある。同議員は、ワクチンの強制ライセ

ンスによって、人口の約 60%とも言われる集団免疫の獲得水準に達するのに十分な

程度に生産体制を増強することができると説明する。 
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日付 2021 年 2 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2021-02/governo-federal-lanca-campanha-
contra-pirataria-de-vacinas 

タイトル 連邦政府、模倣品ワクチン対策キャンペーンを発表 

 

日付 2021 年 2 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2021/02/04/na-omc-brasil-fica-calado-diante-de-
proposta-da-india-para-patentes.ghtml 

タイトル ブラジル、WTO 会合にてワクチン特許に関するインドの提案に対し沈黙 

 

日付 2021 年 2 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/sistemas-do-inpi-estao-
integrados-ao-login-unico-do-governo-federal 

タイトル INPI、システムを連邦政府の単一ログインシステムに統合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2 月 8 日、連邦政府単一ログインシステムに同庁の

システムを統合した。これに伴い、同日より個人利用者は、社会保障やデジタル運

転免許、デジタル労働手帳に使用されている gov.br アカウントのログイン ID 及び

パスワードを用いて、INPI のサービスを申請することができるようになった。統合

された INPI 側のシステムは、総合自動受付システム（PAG）連邦徴収票（GRU）発

行モジュール、技術移転・フランチャイズ契約に関連する e-Contratos、商標サービ

スに関連する e-Marcas、並びに特許（e-Patentes）、意匠（e-DI）、地理的表示（e-

IG）、コンピュータプログラム（e-Software）、集積回路利用権（e-Chip）のそれぞ

れの電子申請システム。 

 

日付 2021 年 2 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-e-o-segundo-no-ranking-
de-servicos-integrados-federais 

タイトル INPI、連邦政府の統合サービスランキングで 2 位に 

要約 経済省デジタル政府局は 2 月 8 日、連邦政府の Conecta.Gov.Br プログラムにおい

て、ブラジル産業財産庁（INPI）が 49 のサービスを統合し、全国鉱業局（ANM、

56 のサービスを統合）に次いて 2 番目に統合されたサービス件数が多い機関であ

ると発表した。同プログラムは、連邦政府がすでに保有する情報を利用者が改めて

提示する手間を省き、情報の自動処理や保持を推進するもの。これにより INPI は、
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INPI のデータベースの自動化におけるかねてからの課題であった、国税庁の法人納

税登録番号（CNPJ）データベースにも今後連携される、最初の機関の 1 つとなるこ

とが決まっている。 

 

日付 2021 年 2 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 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/725605-projeto-cria-selo-de-sustentabilidade-para-
produtos-da-amazonia-com-indicacao-de-origem/ 

タイトル 原産地表示を伴うアマゾン地方の製品に対しサステナビリティ・ラベルを付与する

法案 

要約 2021 年付法案第 143 号では、原産地表示（IP）及び原産地名称（DO）の地理的表

示により保護されるアマゾン地方の生物多様性に基づく製品に対し、サステナビリ

ティ認証制度の創設を規定している。地理的表示の保有者が自主的に申請すること

ができるもの。この法案では、国家環境システム（Sisnama）に参加する機関によ

る審査を経て同認証を付与することが定められており、これらの機関には、協定や

契約によって公的機関や民間機関に認証の付与・監督業務を委託することも認めら

れる。法案を提出したエドゥアルド・コスタ下院議員（PTB 党、パラー州選出）

は、この認証によって製品に付加価値が与えられ、市場への生産者の参入が容易と

なり、製品が保護され、生産者団体が強化され、何よりも現地の文化やアイデンテ

ィティーの保護が推進されるとその利点を強調する。地理的表示の付与を行なうブ

ラジル産業財産庁（INPI）には、クルゼイロ・ド・スルのマンジョッカ原料のファ

リーニャ、ネグロ川の観賞魚、マウエース産のガラナー、トメアスー産のカカオの

4 品目が、アマゾン地方の製品を対象とした原産地表示として登録されている。 

 

日付 2021 年 2 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2021/02/10/carlos-portinho-faz-consulta-
publica-sobre-marco-legal-das-startups 

タイトル カルロス・ポルチーニョ上院議員、スタートアップ基本法に関する公聴会の実施を

発表 

要約 カルロス・ポルチーニョ上院議員（PL 党、リオデジャネイロ州選出）は、ソーシャ

ルネットワーク上にて、スタートアップ基本法（2019 年付法案第 146 号）に関す

る公聴会を実施することを発表した。その様子は、ブラジル弁護士会リオデジャネ

イロ州支部（OAB-RJ）の Youtube チャンネル上で、2 月 11 日 14 時より配信され

る。同議員が報告者を務めるこの法案は、スタートアップ創設を奨励する政策を定

めるもので、ブラジル国内のビジネス環境の改善を通じて投資に対するインセンテ

ィブを設けることを目指している。現在、同議員による最終段階の審査を経ている

もので、法案成立は連邦政府が掲げる今年の優先事項の 1 つに入っている。同法案

では、政府の登録簡素化ポータル（Redesim）を通じた申請により、ブラジル産業

財産庁（INPI）におけるスタートアップが出願する特許・商標に対する優先審査制

度が設けられている。 
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日付 2021 年 2 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/pix-ja-esta-disponivel-para-
todos-os-servicos-do-inpi 

タイトル Pix が INPI の全サービスで利用可能に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では 2 月 11 日（水）より、申請料について Pix 方式に

よる納付を可能とした。同庁の全てのサービスコードで対応する。Pix は、連邦徴

収票（GRU）の支払いを迅速化するためのオンライン・ソリューション。なお代理

人による手続きに関しては未対応で、今後追加導入される予定となっている。 

 

日付 2021 年 2 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/esclarecimento-sobre-ponto-
facultativo-do-carnaval 

タイトル カーニバル期間中の手続き期限延長と休暇の取扱いについて 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、経済省 2020 年付省令第 430 号に基づき 2021 年 2

月 15 日～2 月 17 日 14 時までの営業の是非が各機関の任意選択となったことを受

けて、2 月 15 及び 16 日に期限を迎える手続きにつき、その期限を自動的に 2 月 17

日に延長する。 

 

日付 2021 年 2 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/inpi-implanta-melhorias-na-
infraestrutura-tecnologica-do-buscaweb 

タイトル INPI、Web 検索サービス Buscaweb のインフラ改善を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）IT 総合コーディネート部（CGTI）は、INPI の外部利用

者による同庁のデータベースの検索を可能とする Buscaweb システムに関連し、IT

インフラ・アーキテクチャの改善を完了した。この変更は 2021 年 2 月 11 日より適

用され、電子申請や総合自動受付システム（PAG）と同様の安定性と稼働率を同シ

ステムに確保する。新しいアドレス（busca.inpi.gov.br）にて運用される。利用者に

よる円滑なシステム変更対応を考慮して、現行システムは改善変更を加えないま

ま、これまでと同じアドレスにて 3 月 2 日まで運用される。 
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日付 2021 年 2 月 12 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/2021-fev-12/opiniao-titularidade-propriedade-intelectual-
teletrabalho 

タイトル テレワーク下での産業財産の権利主体 

 

日付 2021 年 2 月 12 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/Brasil/noticia/2021/02/brasil-deve-participar-de-testes-
com-medicamento-spray-contra-covid-19.html 

タイトル ブラジル、COVID-19 治療のためのスプレー型医薬品の試験に参加へ 

 

日付 2021 年 2 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 CNN Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cnnbrasil.com.br/saude/2021/02/13/alem-de-patente-pais-tem-gargalos-
mais-urgentes-para-ampliar-vacinacao 

タイトル ブラジル、特許権剥奪が遠のき、ワクチン接種の拡大へ向け別の選択肢をとる 

 

日付 2021 年 2 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/2021/02/15/nova-lei-de-licitacoes-abre-caminho-
para-concursos-de-inovacao-diz-diretor-do-ipea.ghtml 

タイトル 新入札法がイノベーションによる競争の道を開くと IPEA 長官 

 

日付 2021 年 2 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/e-crime-pirataria-de-sinais-de-tvs-por-assinatura-
prejudica-a-geracao-de-empregos-e-traz-danos-a-economia-
nacional,0f75859778f00ff827f5d0ffeaebb2ed6n8zyute.html 

タイトル 雇用創出を妨げ、国内経済に損害をもたらす犯罪行為としてのケーブルテレビ信号

の海賊版行為 
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日付 2021 年 2 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/splash/noticias/ooops/2021/02/18/opiniao-servicos-de-
streaming-enfim-acordam-para-a-pirataria.htm 

タイトル 分析：ストリーミングサービス、ついに海賊版対策に本腰を入れる 

 

日付 2021 年 2 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-lanca-edital-para-
hackathon-que-sera-realizado-de-5-a-12-de-abril 

タイトル INPI、4 月 5～12 日に開催するハッカソンの公募を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、同庁のサービス提供におけるパフォーマンスの最

適化を実現するための初の技術ソリューション開発マラソンイベント（ハッカソ

ン）INPI Hack を 4 月 5～12 日に開催する。その公告は 2 月 19 日付連邦官報

（DOU）に、また応募資料とカテゴリ別のチャレンジ規則がポータルサイトにそれ

ぞれ掲載されている。本イベントは完全オンラインで開催されるもので、上位入賞

3 チームには最高 1 万 5 千レアルの賞金が贈られる。申込受付は 2021 年 3 月 1～31

日に、ポータルサイト内に設置予定の同ハッカソン情報ページから行なう。ビジネ

スマネジメント、ユーザー体験（Ux）、産業財産、IT 通信に関連するソフトウェア

開発者や専門家らの参加を募るもので、3～5 人のチームを編成して臨むことがで

きる。上限 200 人として参加チームを募集する。 

 

日付 2021 年 2 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/competitividade/parceira-entre-cni-e-
ompi-fortalece-propriedade-intelectual/ 

タイトル CNI、WIPO と産業財産分野を強化するパートナーシップを締結 

 

日付 2021 年 2 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/noticias/confira-o-hotsite-do-inpi-
hack 

タイトル INPI Hack に関する全情報を掲載したホットサイト 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のサービス最適化を目的として 4 月 5～12 日に初めて

開催される技術ソリューション開発マラソン（ハッカソン）、INPI Hack のホットサ

イトが公開された。このページでは、全体スケジュール、申込情報、メンター、審

査官、賞金など、ハッカソンに関する全情報が掲載される。INPI Hack では、最も優
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れた提案を行なった上位 3 チームに 1 万 5 千～5 千レアルの賞金が贈られる。チー

ム単位での参加申込は、3 月 1～31 日に受け付ける。 

 

日付 2021 年 2 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-participa-de-webinar-
sobre-futuro-dos-institutos-de-pi 

タイトル INPI、産業財産庁の未来に関するウェビナーに参加 

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 2 月 25

日、米州産業財産協会（ASIPI）が主催するウェビナー「ラテンアメリカにおける産

業財産庁を支える指針：未来を見据えて今日を取り組む」に参加した。ブラジル、

チリ、コロンビア、ペルー、ドミニカ共和国の産業財産庁が参加した本イベントで

は、産業財産庁の戦略や将来の展望について、イノベーションや中小企業、産業財

産創出の奨励、人材育成やサービスの最適化に焦点を当てて協議された。INPI 長官

は、遠隔メンター、産業財産ショーケース、ビジネスラウンドなどの取組みを伴う

INPI ビジネスプログラムを紹介した。 

 

日付 2021 年 2 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/antigo-endereco-do-
buscaweb-sera-descontinuado-no-dia-2-3 

タイトル 検索システム Buscaweb の旧アドレスへのアクセスを 3 月 2 日以降停止 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）IT 総合コーディネイト部（CGTI）は、2021 年 3 月 2 日

より、検索システム Buscaweb（gru.inpi.gov.br）の旧アドレスへのアクセスを終了

する。以後は、同庁のデータベースでパラメータ付き検索を行なう場合は、新アド

レス（busca.inpi.gov.br）にて行なう必要がある。この変更は、Buscaweb における

IT インフラ改善プロセスが完了したのに伴うもので、これにより電子申請や総合自

動受付システム（PAG）と同様の安定性と稼働率を同システムにも確保するなどの

メリットがもたらされる。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Copyright©2021 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 

 

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。 

 

 


