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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.54（2021 年 4月分） 

2021 年 5 月 6 日発行 

日付 2021 年 4 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-hack-libera-relacao-de-

inscritos-e-equipes 
タイトル INPI Hack、参加申込者とチームの一覧を公開 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が自庁の業務改善を目的として実施するソリューショ

ン開発ハッカソン「INPI Hack」には、ブラジル国内 21 州より全 56 チーム 250 人の

申込みがあった。2021 年 3 月 1～31 日の間に参加申込みを受付けたもので、参加

費は無料。INIP Hack は 4 月 5 日に開始し、Youtube の INPI チャンネルにて一般向け

にも公開される複数の講演も予定されている。 
 

日付 2021 年 4 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/infomaterias/2021/03/pandemia-pode-virar-o-jogo-

a-favor-da-ciencia-e-da-inovacao-tecnologica 
タイトル 科学と技術イノベーションに有利なゲームチェンジを起こすパンデミック 
要約 イノベーションは依然として、長きにわたり解決が望まれる課題を抱える産業財産

権と呼ばれる仕組みに依存する。特許のようによく知られるものや、商標、意匠、

地理的表示、実用新案などの登録やライセンスの総称を指す。研究者、発明者、起

業家の間でよく指摘される問題点として、これらの権利が付与されるのにブラジル

は非常に時間を要し、中には 10 年近くかかることから、事業自体を断念したり、

最新の技術を利用する機会を失うといった点が多くある。2018 年に上院議会の調

査員が示した詳細な数字によると、例えば実用新案の決定には 7 年を要し、それが

薬局方の場合には 13 年かかることもあるという。特許付与においては農薬で 8.4
年、食品・農学分野で 7.8 年、バイオテクノロジー分野で 10.1 年を要するが、これ

らはいずれも国内農業にとっての戦略分野である。専門家らは、現行の特許制度に

多くの課題の指摘を行なっており、それらがブラジルとその周辺国のビジネスに大

いに損失をもたらしていると説明する。独占期間が 15～20 年と長期に及ぶこと

や、90 年代には国外出願特許数を増加させる制度格差があったことから、ロイヤ

リティの支払いによる貿易赤字を増大させる要因ともなったという。イノベーショ

ンは陳腐化が早いため、すぐに市場に提供することが必要ではあるものの、単に特
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許の付与を迅速化しても国外へのロイヤリティ送金を加速させるだけだと別の専門

家は指摘している。政府が国内製品を優先的に調達することをその解決策として挙

げる。 
 

日付 2021 年 4 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 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/patentes-julgamento-pelo-stf-e-as-

consequencias-para-a-economia/ 
タイトル 特許に関する連邦最高裁判所の判断と経済への影響 

 

日付 2021 年 4 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 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/2021/04/01/brasil-pode-liderar-movimento-de-

quebra-de-patentes-das-vacinas-diz-aecio 
タイトル アエシオ下院議員、ワクチン特許の剥奪運動をブラジルが主導できると主張 

 

日付 2021 年 4 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/2021-abr-04/patente-prazo-maximo-prejudica-consumidor-

estudo-usp 
タイトル 有効期限の上限のない特許は消費者に損害をもたらし、経済に悪影響を及ぼすとの

サンパウロ大学の調査結果 
 

日付 2021 年 4 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 iG ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://saude.ig.com.br/coronavirus/2021-04-04/oms-pede-que-brasil-apoie-suspensao-

de-patentes-de-vacinas-contra-covid-19.html 
タイトル 世界保健機関、ブラジルに COVID-19 ワクチンの特許の一時無効化提案を支持する

よう要請 
 

日付 2021 年 4 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/inscricoes-abertas-ate-23-04-
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para-curso-geral-de-pi-a-distancia 
タイトル 産業財産総合遠隔講習の受講申込を 4 月 23 日まで受付け 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）との提携のもとで実施

する産業財産総合遠隔講習（DL101P BR）の受講申込を、4 月 23 日まで受付けてい

る。この講習は 4 月 27 日～6 月 25 日に実施されるもので、受講は無料。75 時間の

カリキュラムと専門家のチュートリアルが設けられ、ブラジル法令に則した産業財

産関連の様々なテーマに関する総合的な理解が深められる。 
 

日付 2021 年 4 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 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/2021/04/06/senado-vota-na-quarta-

quebra-de-patentes-para-vacinas-e-remedios-contra-covid-19 
タイトル 上院議会、COVID-19 ワクチン・治療薬の特許無効化に関し 4 月 7 日に投票 
要約 COVID-19 ワクチン・医薬品の特許を無効化する法案が、4 月 7 日に上院本会議で投

票される可能性がある。4 月 5 日時点で未だ人口の 2.64%が 2 回のワクチン接種を

終えるのみで、十分な免疫が獲得されていないことを受け、その加速を目的とした

もの。2021 年付法案第 12 号は、新型コロナウイルスのワクチン・医薬品の特許を

無効化する。対して 2021 年付法案第 1,171 号は、抗ウイルス薬レムデシビルの強

制ライセンスを規定しようとしている。この 2 法案が同時に提出・投票される予定

にある。法案第 12 号は、新型コロナウイルスにより引き起こされる緊急事態が続

く限り、世界保健機関（WTO）が採用する要求事項の一部をブラジルとして遵守し

なくても良いことを定めている。法案条文によると、特許所有者は行政に対して

COVID-19 ワクチン・医薬品の生産に必要な全情報を提供する義務があるとされる。

この規定は、ブラジル衛生監督庁（ANVISA）がすでに承認しているか、もしくはブ

ラジル産業財産庁（INPI）に出願され審査待ちのワクチン・医薬品を対象とする。

パウロ・パイン上院議員（PT 党、リオグランジドスル州出身）は、「AstraZeneca
社が開発したワクチン 200 万本に対してブラジルがインドのセルン研究所に支払っ

たのが 5.25 ドル/本であったのに対し、EU の先進国は 2.16 ドル/本しか支払ってい

ない。国々は産業界の人質になっている」と述べている。 
 

日付 2021 年 4 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2021/04/06/ao-fmi-guedes-solicita-

cooperacao-internacional-em-vacinacao-e-cita-propriedade-intelectual.htm 
タイトル ゲデス経済相、IMF に対しワクチン接種における国際協力を支持 

 

日付 2021 年 4 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 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/a-ameaca-da-pirataria-
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no-comercio-online/ 
タイトル E コマースにおける著作権侵害の脅威 

 

日付 2021 年 4 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 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-abr-07/inpi-barrar-homologacao-acordo-mesmo-parte-

acao 
タイトル 高等司法裁判所、INPI が訴訟当事者ではなくても司法により認められた企業間合意

を阻止可能と判断 
 

日付 2021 年 4 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-inicia-serie-nas-redes-

sociais-sobre-programa-de-evolucao-institucional 
タイトル INPI、同庁の変遷に関するソーシャルネットワーク上でのシリーズを開始 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 8 日より、21 世紀へ向けた INPI プログラムに関

する投稿をソーシャルネットワーク上の INPI のプロフィール上で展開する。これら

の投稿では、すでに達成された成果や将来の展望について紹介する。これは連邦政

府と、社会包含を伴う成長と男女平等・貧困の削減・持続的な経済成長を促進とし

た英国ファンド UK-Brazil Prosperity Programee との協定を通じて実施されるもの。

外部コンサルを導入し、ベンチマーク、品質、プロセス、価格設定、IT サービス、

人材の 6 つの切り口で実施される。 
 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-09/toffoli-explica-abrangencia-cautelar-patente-

remedios 
タイトル ディアス・トフォリ最高裁判事、医薬品特許の差し止め範囲について説明 

 

日付 2021 年 4 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 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/benchmarking-aponta-

caminhos-para-evolucao-institucional 
タイトル ベンチマーキングが指し示す INPI の進化の道筋 
要約 豪州、カナダ、韓国、米国、英国、シンガポールの 6 カ国の産業財産庁を対象に行

なった国際ベンチマーキングによって、産業財産分野のマネジメントの傾向や、ブ
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ラジル産業財産庁（INPI）の組織としての進化の道筋が示された。この調査は、同

庁の活動にグッドプラクティスを取り入れ、マネジメントやサービス品質の点で同

庁を世界的なリファレンスとなる機関とすることを目的とした「21 世紀へ向けた

INPI」プログラムにて、2020 年下半期に実施されたもの。同プログラムは、持続可

能な経済発展の促進、貧困の削減、男女平等と社会包括的な成長の促進を目的とし

た英国の基金である UK-Brazil Prosperity Programme を通じて締結された、連邦政府

と英国政府のパートナーシップの一環で行なわれているもの。主な結論の 1 つとし

て、国の抱えるニーズに対応し計画的に構築された組織体制を持つことが、機関と

しての決定に重要な要素となることが明らかとなった。また、示されたニーズに対

して迅速かつ柔軟に対応するための組織の独立性と、産業財産に関する公的な意識

の向上を伴ったイノベーション・エコシステムの支援の重要性の 2 点も、調査結果

として明らかとなった。 
 

日付 2021 年 4 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 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-realizara-curso-de-

indicacoes-geograficas-e-marcas-coletivas 
タイトル INPI、地理的表示と共同商標に関する講習を開催 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 11～14 日に地理的表示及び共同商標に関する

講習を開催するにあたり、事前申込を開始した。受付は 4 月 30 日まで。講習は無

料で、オンライン形式で行なわれる。カリキュラムは 1 講習あたり 20 時間。申込

にあたって、受講希望者は産業財産総合遠隔講習（DL 101P BR）の修了証を有して

いる必要がある。 
 

日付 2021 年 4 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/lancepress/2021/04/12/diretor-

do-ppv-do-cariocao-compara-numeros-com-premiere-da-globo-e-faz-apelo-contra-os-sites-
piratas.htm 

タイトル サッカーリオ州選手権のペイパービュー配信担当部長、Premiere・Globo との数字

を比較し海賊版配信サイトへの懸念を示す 
 

日付 2021 年 4 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/aberta-consulta-publica-

sobre-exame-de-pedidos-de-marcas-de-posicao 
タイトル 位置商標の出願審査に関するパブリックコメントを募集 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 13 日、審査手順に利用者の提案を盛り込み透明

性を図るため、位置商標の出願審査に関するパブリックコメントの募集を開始し
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た。2021 年度 INPI パブリックコメント第 1 号として、産業財産官報及び連邦官報

に公示されたもの。提案・意見は指定フォーマットを INPI のパブリックコメント専

用メールアドレスに送付することにより提出可能となる。5 月 12 日まで受付け

る。 
 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-15/decisao-patente-spray-barreira-vale-brasil 
タイトル 司法高等裁判所、フリーキックの壁の位置を示すスプレーの特許に関する決定はブ

ラジルのみで有効と確認 
 

日付 2021 年 4 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-divulga-edicao-especial-

de-um-ano-do-observatorio-da-covid-19 
タイトル INPI、COVID-19 技術調査報告書の 1 周年特別版を公表 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、パンデミック対策を支援しうる技術の広報を目的

として作成されている COVID-19 関連技術調査報告書の発行から 1 周年となること

から、その特別版を公表した。この 1 年間に調査事業が対象とした主要テーマの履

歴をまとめ、それらに関連する技術や知識に関する変遷を示したもの。これまでに

2,900 本以上の COVID-19 関連の論文やニュースが分析され、医薬品・科学・ワクチ

ンといった主要分野に関する報告書が公開されている。 
 

日付 2021 年 4 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/conheca-as-solucoes-

tecnologicas-vencedoras-do-inpi-hack 
タイトル INPI Hack の技術ソリューションの優勝チームを発表 
要約 ブラジル国内 21 州から 250 人の参加を得て開催された、ブラジル産業財産庁

（INPI）の活動パフォーマンスを最適化するソリューションの開発マラソン INPI 
Hack は、入賞上位 3 チームの発表をもって、4 月 16 日に終了した。優勝チームに

は、サービス料支払いのための連邦徴収票（GRU）を簡単に発行でき、複数の支払

方法に直接統合されたアプリ「手のひらに INPI」を開発した GEF チームが輝いた。

このアプリには、産業財産官報（RPI）のファイルを自動的に解読し、手続きの進

捗を表示する機能も備える。2 位には、特許出願の流れをより直感的に整理するア

プリ「GRUPI」を開発した Foxy チームが入賞した。このソリューションでは、出願

書類が INPI 規則に従って統一されたフォーマットで登録されるほか、ロット単位で

の出願も可能とする。INPI の環境とも統合されていることから、INPI のサービスの

迅速性・スケール向上を促進するもの。3 位には、特許出願を自動的にフォーマッ
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トに整理し、追加説明要求を削減することのできるプログラム「ePI」を提案し

た、リオデジャネイロ州連邦大学産業財産アカデミー・リーグが入賞した。このソ

リューションは「言葉データバンク」の機能を備え、単語との関連性が高い場合に

強調し、関連情報へのリンクを作成することで審査を容易にする。 
 

日付 2021 年 4 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/academia-do-inpi-treinou-4-

258-pessoas-em-pi-em-2020 
タイトル INPI、国家司法評議会と産業財産の保護を目的とした協定を締結 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 20 日、国家司法評議会（CNJ）が保有する創作

物を保護するための科学技術協力協定を、同評議会との間で締結した。このパート

ナーシップには、商標及びコンピュータ・プログラムの登録、両機関の情報交換、

産業財産分野の法曹界人材育成などが含まれている。オンラインで行なわれた署名

式にて、INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、学術界を巻き込んだ

両機関の協力と作業の緊密化の重要性を強調。さらに、全国規模での遠隔講習も実

施されると話した。CNJ のルイス・フックス最高裁判事は、CNJ にて実施中のデジ

タルトランスフォーメーションについて触れ、100%デジタル化された裁判の導入に

も至っていると説明。同評議会の発展において INPI との協力関係は必要不可欠だと

話した。 
 

日付 2021 年 4 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/evento-online-no-dia-

mundial-da-pi-tera-como-foco-as-pmes 
タイトル 中小企業に焦点を当てた世界産業財産の日のオンラインイベント 
要約 4 月 26 日の世界産業財産の日を記念して、今年は経済開発や雇用創出に必要不可

欠な中小企業（PMEs）に焦点を当てたウェビナー「産業財産と PME：アイデアを

市場に投入しよう」が同日 14 時半より開催される。ブラジル産業財産庁（INPI）、

経済省、著作権産業財産局（SNDAPI）、ブラジル産業財産協会（ABPI）の協賛のも

と、世界知的所有権機関（WIPO）が主催して開かれるもので、申込・参加は無

料。新興国で創出される富の 40%までを中小企業が占めるとされる中、このウェビ

ナーでは、一層競争の増す市場にて中小企業が成長・地位を獲得する上で、産業財

産資産の活用が不可欠となる可能性について協議する。 
 

日付 2021 年 4 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-e-cnj-firmam-acordo-

para-protecao-da-pi 
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タイトル INPI アカデミー、2020 年には 4,258 人が受講 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション・開発アカデミーは、

2020 年の年間活動報告書を公表した。新型コロナウィルスのパンデミックにより

教育・研究活動の実施には様々な適応が求められたものの、そのような状況下で

も、2019 年比 15%増となる 4,258 人が同アカデミーの講習を受講した。遠隔講習の

拡大や、修士・博士課程の完全バーチャル化がこの成果に貢献した。ブラジル産業

界を対象とした調査・研究活動を通じたビジネス創出では、174 件の技術論文や刊

行物が制作されたほか、産業財産の利用拡大という INPI の目的に沿った、全国イノ

ベーションシステムの主要プレーヤーの知識の向上を目的とした専門性開発プログ

ラム（PDP）の講習にも 395 人が参加した。 
 

日付 2021 年 4 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.uol.com.br/splash/colunas/guilherme-ravache/2021/04/20/netflix-disney-

amazon-e-globo-lutam-contra-disparada-da-pirataria.htm 
タイトル 海賊版の急増対策に取り組む Netflix、Disney、Amazon、Globo 社 

 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-21/hegemonia-tecnica-papel-stf-adi-5529 
タイトル 技術の覇権と違憲性直接審査第 5,529 号における連邦最高裁判所の役割 

 

日付 2021 年 4 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/empresas/noticia/2021/04/21/inpi-pode-anular-patente-de-

remedio-a-base-de-canabidiol.ghtml 
タイトル INPI、大麻ベースの医薬品特許を無効にする可能性 

 

日付 2021 年 4 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 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/equilibrioesaude/2021/04/oportunistas-usam-covid-para-

quebrar-patentes-dizem-farmaceuticas.shtml 
タイトル 製薬会社、日和見主義者らが COVID を特許剥奪に用いていると主張 

 

日付 2021 年 4 月 26 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 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-evento-

online-do-dia-mundial-da-propriedade-intelectual 
タイトル INPI、コスト分析分野のフェローの最終選考結果を発表 
要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は 4 月 27 日（火）、同庁のコスト分析業務部

（SEANC/DIORC）が実施する研究事業に従事するフェローの最終選考結果を発表し

た。今回の選考は、研究やプロジェクトを通じた同庁のサービス向上を目的とした

「産業財産権開発プログラム（PDPI）」に基づいて行われたもので、外部研究者に

奨学金を支給する。 
 

日付 2021 年 4 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/politica-industrial/semana-da-pi-

descomplicando-os-conceitos-da-propriedade-intelectual/ 
タイトル 産業財産週間：産業財産のコンセプトをよりシンプルに理解 

 

日付 2021 年 4 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-abr-26/stj-anula-registro-marca-alcool-usar-nome-

olimpico 
タイトル 司法高等裁判所、「Olympic」の名称を無許可使用したアルコール飲料の登録商標

を取消し 
 

日付 2021 年 4 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/inpi-divulga-resultado-final-

da-selecao-de-bolsistas-para-area-de-custos 
タイトル INPI、世界知的所有権の日のオンラインイベントに参加 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 26 日（月）、世界知的所有権の日に関するオン

ラインイベントに参加した。INPI、経済省、全国著作権・産業財産局（SNDAPI）、

ブラジル産業財産協会（ABPI）の協賛のもと、世界知的所有権機関（WIPO）が開催

したもの。中小企業に焦点を当て、「産業財産と中小企業：アイデアを市場へ」を

テーマとした。 
 

日付 2021 年 4 月 28 日 
分野 特許関連 商標関連 意匠関連 
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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/acordo-de-cooperacao-deve-

aumentar-protecao-da-pi-no-espirito-santo 
タイトル エスピリト・サント州における産業財産権保護のための協力関係を構築 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とエスピリト・サント州連邦財団（IFES）は、長年の

パートナーシップの歴史に加わる新たな取組みとしての技術協力協定を締結した。

この協定では、イノベーション文化の普及、産業財産の保護、これら無形資産の商

業化に向けた共同活動が定められている。IFES の拠点内に INPI 地域支部を設置する

ことも検討しており、これにより業務体制が強化される。4 月 27 日にはオンライ

ンでの協定締結セレモニーが行なわれ、INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルター

ド長官はその席上、IFES の豊かな創造性とイノベーションを生み出す可能性を強調

した。同州出身の同長官は、近年のエスピリト・サント州の発展を目の当たりに

し、イノベーションや知財活動も同様に成長する機会があると信じているとコメン

ト。その一例として、カンピナ・グランデ大学の活動を通じ、パライバ州が INPI に
特許出願する主要州の 1 つとなったことを挙げた。 

 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-28/stf-comeca-julgar-acao-fim-extensao-patentes 
タイトル 連邦最高裁判所、特許の自動延長の廃止を求める違憲性審査の審議を開始 

 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-29/dias-toffoli-vota-anular-extensao-automatica-

patentes 
タイトル ディアス・トフォリ判事、特許の自動延長の無効化を支持 

 

日付 2021 年 4 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/politica/noticia/2021/04/29/covid-19-senado-aprova-projeto-para-

agilizar-quebra-temporaria-de-patentes-de-vacinas.ghtml 
タイトル COVID-19: 上院がワクチン特許の一時無効化を迅速化する法案を承認 

 

日付 2021 年 4 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 
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リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-e-sebrae-assinam-
acordo-de-cooperacao-para-estimular-uso-da-pi-pelas-pmes 

タイトル INPI、中小企業による産業財産の活用を促進する Sebrae との協力協定に署名 
要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル中小企業支援サービス（Sebrae）は、4 月

30 日、中小企業による産業財産権（IP）の利用拡大を目的とした技術協力協定を締

結した。この協定では、Sebrae が選出した 2,000 人以上の起業家や研究者を対象に

INPI が Catalisa ICT にて実施する IP トレーニングが盛り込まれているほか、講習・

ウェビナー・メンタリング活動の実施、産業財産の創出・管理のための特別基金の

構想、ブラジル及び海外における商標登録のための支援サービスの創設など、

Sebrae 向けの産業財産関連の高品質なコンテンツを提供する。また、国内の地理的

表示市場の強化へ向け、INPI に申請される 30 件の新規案件を支援するほか、地理

的表示に関するデータ・インテリジェンス・システムを構築することも含まれてい

る。 
 

日付 2021 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.conjur.com.br/2021-abr-30/instituto-capital-intelectual-lanca-museu-

pirataria 
タイトル 知的資本研究所が「海賊版博物館」を開設 

 

 

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 
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