
  
 

1 
 

Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 

 

ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.53（2021 年 3月分） 

2021 年 4 月 1 日発行 

日付 2021 年 3 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/estao-abertas-as-inscricoes-

para-o-inpi-hack 
タイトル INPI Hack の申込受付を開始 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が、同庁のパフォーマンス最適化を可能とする技術ソ

リューションの開発マラソンとして初開催する INPI Hack への参加受付が開始され

た。3 月 31 日までチーム単位で受け付ける。参加資格を有するのは、ビジネス管

理、ユーザーエクスペリエンス（UX）、産業財産、IT 通信、デザイン分野のソフト

ウェア開発者や専門家などで、3～5 名からなるチームを結成して参加する。各チー

ムは、サービス、戦略的利用、文化、保護、データバンク、システムの 6 つのチャ

レンジ・カテゴリのうち、少なくとも 1 つに関連したソリューションを開発するこ

とが求められる。イノベーション、ユーザビリティ及びデザイン、機能的完全性、

実現可能性、解決される課題の重要度が評価の際の基準となる。 
 

日付 2021 年 3 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-seleciona-dois-bolsistas-

para-atuarem-na-area-de-orcamento-e-custo 
タイトル INPI、コスト分析分野で活動するフェロー2 名を選抜 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、コスト分析サービス課（SEANC）にて活動するフ

ェローを、産業財産開発プログラム（PDPI）の一環で選抜するための募集要項を公

示した。何らかの分野での学士と職務経験を有するか、コスト分析をテーマとした

刊行物を執筆したことがあるなどの条件が含まれている。期間 6 ヶ月、週 40 時間の

勤務時間を想定しており、2 名に対して調査補助員として奨学金を支給する。同期

間だけ延長することも認められている。PDPI は、外部研究員への奨学金を支給する

ことにより、研究・プロジェクトを通じて同庁のサービスを改善することを目的と

して実施されているもの。 
 

日付 2021 年 3 月 2 日 
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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 Consultor juridico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-mar-02/microsoft-fornecer-dados-usuario-acusado-

pirataria 
タイトル Microsoft 社、模倣品行為の告発対象のユーザ情報をサンパウロ州司法裁判所に提供 

 

日付 2021 年 3 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 uol ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.uol.com.br/splash/colunas/mauricio-stycer/2021/03/03/sucesso-inesperado-

do-bbb-explica-apagao-rajada-e-pirataria-no-globoplay.htm 
タイトル Globo Play のシステムダウン、テレビ放映後のストリーミングへのアクセス集中、

そして模倣品行為が示す、Big Brother Brasil の予想外の成功 
 

日付 2021 年 3 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/confira-informacoes-sobre-

jurados-mentores-e-inscricoes-do-inpi-hack 
タイトル INPI Hack の審査員、メンター、申込状況に関する情報をホットサイトに掲載 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が自庁のパフォーマンス最適化を可能とする技術ソリ

ューションの開発マラソンとして初開催する INPI Hack について、メンターや審査員

に関する情報がホットサイトに掲載されている。すでに申込を完了した参加者のプ

ロフィールに関するパネルも参照することができる。申込受付は 3 月 31 日まで。 
 

日付 2021 年 3 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 Consultor juridico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-mar-07/stf-julgar-lei-propriedade-industrial-dia-abril 
タイトル 連邦高等裁判所、産業財産法に関する判断を 4 月 7 日に前倒し 

 

日付 2021 年 3 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 folha ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/03/o-marco-legal-das-startups-sob-a-otica-

da-prioridade-intelectual.shtml 
タイトル 産業財産の観点からのスタートアップ基本法 
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日付 2021 年 3 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-aeb-promovem-

parceria-para-levantamento-de-patentes-da-area-espacial 
タイトル INPI、ブラジル宇宙庁と宇宙分野の特許の調査に関するパートナーシップを締結 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は本年 3 月より、ブラジル宇宙庁（AEB）と共同で、宇

宙分野に関連する特許文書の調査を開始した。この取組みは、ブラジルや海外の特

許データベースからの宇宙分野に関連する特許を出願したブラジル国内外の機関や

技術の特定を可能とするもの。ブラジルの宇宙技術のマッピング・評価を目的とす

る MapTec 事業も支援する。INPI のリアネ・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、このパートナーシップは INPI ビジネス・プログラムの

柱の 1 つである知識創出の一部を成すもので、ブラジルの宇宙分野における意思決

定者に対し戦略的情報を提供するものだと説明した。INPI・AEB 間のパートナーシ

ップは 2020 年に開始されたもので、本年は特許文書の調査に加え、主な発見や成

果に関する詳細報告書を作成することとなっている。 
 

日付 2021 年 3 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/academia-abre-inscricoes-

para-disciplinas-no-programa-de-pos-graduacao 
タイトル INPI アカデミー、修士プログラムの履修申込受付を開始 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）産業財産・イノベーション・開発アカデミーは、3月 8, 

9 日の両日、2021 年第 1 四半期の修士プログラムの履修登録申込受付を開始した。 
 

日付 2021 年 3 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/programa-inpi-negocios-sera-

apresentado-para-rede-de-inovacao-farmaceutica 
タイトル INPI ビジネス・プログラムを製薬業界イノベーションネットワークで紹介 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 9 日、国内イノベーションシステムのプレーヤ

ーによる産業財産権の利活用促進を目的として、ブラジル製薬業界イノベーション

ネットワーク（RBIF）の規制・政策委員会で INPI ビジネス・プログラムを紹介す

る。 
 

日付 2021 年 3 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 
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リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-vai-contratar-empresa-
de-engenharia-e-arquitetura-via-pregao-eletronico 

タイトル INPI、電子入札により建築・エンジニアリング会社を契約 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 10 日 10 時より、リオデジャネイロ市内や国内

他都市に所在し、同庁が使用・保有する施設の保全に必要な設計・技術分析・予算

策定のため、建築・エンジニアリング会社の選定・契約を電子入札システムを通じ

て行なう。 
 

日付 2021 年 3 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2021/03/09/covid-19-ong-

defende-que-brasil-apoie-quebra-das-patentes-das-vacinas.htm 
タイトル COVID-19：ブラジルがワクチン特許の無効化を支援するよう NGO が主張 

 

日付 2021 年 3 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 サイト Estadão ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/a-disputa-sobre-extensao-de-

patentes-no-brasil/ 
タイトル ブラジルにおける特許有効期限の延長に関する係争 

 

日付 2021 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2021/03/12/policia-mira-delegado-suspeito-

de-confeccionar-roupas-piratas.ghtml 
タイトル リオ州文民警察、模倣品衣類の製作の疑いで刑事を逮捕 

 

日付 2021 年 3 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/servicos-do-inpi-ja-podem-

ser-pagos-com-cartao-de-credito 
タイトル INPI のサービスがクレジットカードで支払い可能に 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 15 日（月）より、同庁のサービス利用料の納付

の際にクレジットカードでの支払いを可能とする。すでに利用可能となっている連

邦納付票（GRU）と PIX に加えて対応するもの。代理人による申請については、PIX
とクレジットカードでの支払いは現時点では未対応となる。 
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日付 2021 年 3 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/um-ano-em-trabalho-

remoto-16-3-2021 
タイトル 長官のメッセージ：リモートワーク導入から 1 周年 
要約 1 年前の今日、新型コロナウイルスの感染拡大という予期されぬ劇的な変化によっ

て、それまでの慣習が断ち切られ、個人・集団のいずれにも行動上の制約が課され

ることになった。この出来事によって、世界はパンデミック前と後に分けられた。

政府・企業・社会としては、最悪の事態を避けるべく、衛生保健機関や科学コミュ

ニティーから提唱されたソーシャルディスタンスと衛生予防の新たな対策に適応し

なければならなくなった。ブラジル産業財産庁（INPI）は、従来通り俊敏にその変

化を感じ取り行動する能力を備えていた。すぐに危機管理事務局を開設し、総務局

（DIRAD）、IT 総合コーディネイト部（CGTI）とそのタスクを実行するチーム、特

にロジ・インフラ総合コーディネイト部（CGLI）と医療チームの活躍により、職員

の生命と健康という最も大切なものを守るべく「下船」作戦を組織した。750 人以

上をリオデジャネイロ市内の INPI 本部ビルから退去させる計画を 48 時間以内に練

り上げ、通常の軍隊が計画するものであれば数ヶ月は要するであろう移行計画を遂

行した。今や昨年の活動成果も明確になり、ワクチンの姿も見えてきた。可能とな

ればすぐにでも、徐々にではあるもののオフィスに戻ることになる。リモートワー

クであろうとハイブリッド形式であろうと、官僚的手続きから創造的経済を開放す

るために、我々が責任を負う産業財産資産を、より多く、そしてより良いものとし

てブラジル社会に提供していくため、INPI はさらなる努力を継続的に続けていく。 
 

日付 2021 年 3 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/inpi-celebra-melhorias-no-

atendimento-ao-usuario 
タイトル INPI、ユーザ対応の改善成果を祝福 
要約 3 月 16 日がオンブスマンの日であるのを記念して、ブラジル産業財産庁（INPI）で

は透明性の確保に関連する分野で採られてきた数々の改善成果を祝福する。これま

でに採られてきた改善点として、全国規模での遠隔対応サービスの導入、24 時間年

中無休で利用可能な INPI のチャットボットの運用開始、INPI の統合サービスプラッ

トフォームの構築、オンブスマンの新 Web ページの公開、e-INPI システムへの新規

ユーザ登録及びアクセスの際の納税者番号（CPF）データ自動検証のための連邦税

登録データベースとの統合、INPI が提供するサービス手数料の支払いにおける PIX
及びデビットカード利用のための PagTesouro の実装、検索サービス BuscaWeb シス

テムでの商標決定に関する書類全体の公開、最終決定待ちの出願特許の状況パネル

の公開、政府の単一ポータルと統合された新ポータルサイトの運用開始と英語・ス

ペイン語対応、INPI ポータルサイトにおけるユーザトラフィック・サービス満足

度・問合せ対応時間監視パネルの公開などが挙げられる。 
 

日付 2021 年 3 月 17 日 
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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/politica/2021/03/17/stf-julga-diminuicao-de-tempo-de-

patente-no-pais 
タイトル 連邦最高裁判所、特許有効期間を短縮しジェネリック医薬品に有利となりうる訴訟

に判断 
 

日付 2021 年 3 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://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/rfi/2021/03/18/vacina-anticovid-quebra-de-

patentes-nao-e-apenas-um-problema-de-paises-do-sul.htm 
タイトル 新型コロナワクチン：特許無効化は南半球の国々だけの問題ではない 

 

日付 2021 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-mar-18/mazzola-tj-rj-nulidade-patente-materia-defesa 
タイトル リオデジャネイロ州司法裁判所、被告の弁明としての特許無効化の主張の可能性を

認識 
 

日付 2021 年 3 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/programacao-de-palestras-e-

guia-das-equipes-saiba-mais-sobre-o-inpi-hack 
タイトル 講演プログラム・参加チーム案内など、INPI Hack に関する追加詳細を掲載 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 4 月 5～12 日にオンラインで開催するハッカソン・

INPI Hack の会期中には、産業財産・事業家精神・イノベーション・ビジネス分野の

主要テーマに焦点を当て、専門家らを招いた複数の講演が開催される。これらの講

演では、ハッカソンの間に開発するソリューションに関する洞察を提供すること

で、参加チームを支援することを目的としたもの。INPI Hack のホットサイトでプロ

グラムを確認可能。 
 

日付 2021 年 3 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 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/a-importancia-da-propriedade-

intelectual-para-as-startups/ 
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タイトル スタートアップにとっての産業財産の重要性 
 

日付 2021 年 3 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/inpi-registra-primeira-ig-para-

area-nao-continental-do-brasil 
タイトル INPI、ブラジルの大陸部に属さない初の地理的表示を登録 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、3 月 23 日付の産業財産官報（RPI）上にて、パラー

州マラジョー地域で生産されるチーズに対し、原産地表示としての地理的表示の付

与を公示した。マラジョー諸島に位置する 7 つの市自治体で活動する、主に水牛の

牛乳を原料としたチーズの生産者らは、自身の製品にこの地理的表示を使用可能と

なる。島嶼部に位置するため、ブラジルの大陸部に属さない初の地理的表示となっ

た。INPI に提出された資料によると、この地域には 19 世紀末から 20 世紀にかけて

水牛が導入された。それまでにこの地域で生産されていたチーズは、ポルトガルや

フランス系農場主によるもので、元々は原料には牛の牛乳が使われていた。水牛の

頭数が増えるにつれ、その牛乳のみを用いたチーズの生産が始まったとされる。ブ

ラジル国内で最も水牛が集中する地域でもあり、その頭数は、これら 7 つの市自治

体の人口の総数の 3 倍に上るという。水牛はこの地域のシンボルとなり、マラジョ

ー島経済の重要な一部を成している。 
 

日付 2021 年 3 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/premiacao-do-inpi-hack-

incluira-programa-de-pre-aceleracao-de-equipes 
タイトル INPI Hack の入賞チームにプレ・アクセラレーションを提供 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 4 月 5～12 日に開催するハッカソン INPI Hack では、

上位入賞チーム 3 組に対して賞金が贈られるのに加え、上位 10 チームにプレ・アク

セラレーション・プログラムへの参加が認められる。このプログラムは、ブラジル

中小零細企業サービス（SEBRAE）、全国工業サービス（SENAI/CIMATEC）及び INPI
の専門家らが指導に立つもので、4 週間の間に計 8 回のオンライン会合が行なわ

れ、INPI Hack にて開発されたソリューションを起点とした自身のビジネスの創出を

支援する。 
 

日付 2021 年 3 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/radar-tecnologico-analisa-

pedidos-de-patente-do-setor-automotivo 
タイトル 技術動向誌にて、自動車分野の特許出願について分析 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 22 日、自動車分野の出願特許の分析と題した技

術動向誌をポータルサイト上で公開した。この調査は、経済省、ブラジル産業開発

庁（ABDI）、INPI の 3 者協力協定に基づいて設置された産業財産インテリジェン

ス・センター（NIPI）が行なったもの。この協定では、産業財産に関連する統計の

分析から、ブラジルの民間部門の競争力・生産性に関連する開発政策を支援するこ

とを目的とした活動の実施が定められている。これを受けて NIPI は、その最初のテ

ーマとして、モビリティと物流に関する連邦政府の Rota 2030 プログラムの範疇で

の自動車部門の出願特許についての調査を行なった。 
 

日付 2021 年 3 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 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,o-supremo-e-o-acesso-a-novas-

tecnologias,70003656927 
タイトル 連邦最高裁判所と新技術の利用のしやすさ 

 

日付 2021 年 3 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/inpi-recebe-premio-por-

excelencia-na-protecao-e-promocao-da-pi 
タイトル INPI、産業財産の保護・促進活動における優秀賞を受賞 
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 3 月 24

日、産業財産の創出・保護・促進の世界的に優秀なグッドプラクティスに贈られる

「2020 Global IP Champion Award」を受賞した。表彰の席で同長官は、バックログ削

減計画による審査待ち特許数の削減、マドリッド・プロトコルへの批准によるグロ

ーバルな産業財産システムへの一層の統合について強調した。また、ブラジルにお

ける産業財産資産の創出・商用化を奨励することを目的とした INPI Negócios につい

ても説明を行なった。INPI の表彰は、米国商業会議所が Global Innovation Policy 
Center を通じて実施した第 9 回「Internationa IP Index」のオンライン発表式にて行な

われた。この指標は、50 カ国の産業財産システムを 53 の指標から評価したもの。 
 

日付 2021 年 3 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/comunicado-aos-usuarios 
タイトル 手続き期限の延長について 
要約 リオデジャネイロ州における COVID-19 の感染拡大防止を目的として、2021 年 3 月

24 日付法令第 9,224 号により、3 月 26～31 日及び 4 月 1 日が祝日として定められた

ことに加え、ブラジル国内の産業財産システムの利用者に対するこの決定の影響を

考慮して、ブラジル産業財産庁（INPI）は特例的に、3 月 26 日～4 月 1 日に法的な

期限を迎える手続きについて、その期限を自動的に 2021 年 4 月 5 日に延長した。 
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日付 2021 年 3 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 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-mar-26/lei-franquias-completa-ano-vigencia 
タイトル パンデミックにより覆い隠された新フランチャイズ法の成果 

 

日付 2021 年 3 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-reformula-pagina-de-

legislacao-para-facilitar-acesso-aos-atos-normativos 
タイトル INPI、法令集のページを改良し法規の検索を利用しやすく 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、同庁の決議・細則・省令などの法規情報を利用し

やすくするため、検索ページの外観をより実用的な形式に改めた。新ページでは、

INPI 組織としての規則・商標・特許などのテーマ別のフィルター検索に加え、日

付・種別・主旨による自由検索が可能となっている。各法規のダウンロードも可

能。 
 

日付 2021 年 3 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-promove-pesquisas-de-

percepcao-da-qualidade 
タイトル INPI、品質アンケート調査を実施 
要約 世界最良クラスの産業財産庁と肩を並べるパフォーマンスを発揮することを目指す

ブラジル産業財産庁（INPI）では、自庁の業務プロセスの改善を継続的に行なって

いる。この目標に到達する上で、提供されるサービスに関する利用者のフィードバ

ックを得ることは必要不可欠であることから、この度、オンブスマン活動と技術移

転及び企業フランチャイズにかかる産業財産権契約書登録サービスに関する品質ア

ンケート調査を実施する。アンケートは 5 分程度を要するもので、ポータルサイト

上にて 3 月 30 日～4 月 4 日に回答を受付ける。 
 

日付 2021 年 3 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/inscricoes-para-o-inpi-hack-

terminam-amanha-31-03 
タイトル INPI Hack の参加申込受付を明日 3 月 31 日で締切り 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 4 月 5～12 日に初めて開催する、同庁の業務改善に

関連するソリューションの開発マラソンイベントであるハッカソン「INPI Hack」の

参加申込が、3 月 31 日に締め切られる。優秀上位 3 チームには、最優秀賞に 1 万 5
千レアル、2 位に 1 万レアル、3 位には 5 千レアルの賞金が贈られる。期間中には、

産業財産・起業家精神・イノベーション・ビジネスの各分野における重要なテーマ

に関する専門家らによる講演も行なわれ、ハッカソンに参加するチームに対してソ

リューション開発上の洞察も提供される。 
 

日付 2021 年 3 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-publica-dois-editais-

para-selecao-de-bolsistas 
タイトル INPI、フェロー選抜の募集公告 2 件を公示 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 30 日、産業財産開発プログラム（PDPI）による

フェロー選抜に関する 2 件の募集公告を公示した。いずれも調査アシスタントとし

て奨学金を支給するもの。今回の募集は、「INPI が実施する『INPI ビジネス・プロ

グラム』のマネジメント改善のための支援ツール等に関する 2 国間・多国間協力プ

ロジェクトリストの再構築提案」事業における調査の実施、及び「産業財産分野の

仲裁システムの認証方法に関する調査」事業における調査の実施に関するもの。い

ずれも指定の申込み用メールアドレスに、それぞれ定められた募集期間内に応募メ

ールを送付する必要あり。 
 

日付 2021 年 3 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://oglobo.globo.com/esportes/transmissoes-piratas-afetam-arrecadacao-de-clubes-

no-campeonato-carioca-24947256 
タイトル サッカー・リオ州選手権のクラブチーム収入に海賊版配信が影響 

 

日付 2021 年 3 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/governo-decreta-ponto-

facultativo-no-dia-01-04-e-inpi-nao-funcionara 
タイトル INPI、4 月 1 日の営業是非が連邦政府の規定で各機関の任意選択となり、休業へ 
要約 経済省は 3 月 31 日付臨時連邦官報（DOU）にて、2021 年 4 月 1 日の営業是非を任

意選択とする省令第3,776号を公布した。これにより、ブラジル産業財産庁（INPI）
は 4 月 1 日を休業とする。 
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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。 

 

 


