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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.59（2021 年 9 月分） 

2021 年 10 月 4 日発行 

日付 2021 年 8 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/inpi-seleciona-servidores-e-
empregados-publicos-para-atuarem-na-pos-graduacao 

タイトル INPI、修士課程職員としての公務員・職員を採用 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産・イノベーション・開発アカデミー修士課程の研究・調

査部門での勤務を希望する連邦公務員・職員を対象とした選考への応募を、9 月 17 日まで

受付けている。応募資格には、大学院での教職の経験に加え、次のいずれかの分野において博

士号またはそれに相当するレベルの教育過程を修了していることが必要となる。知識分野として

は著作権法に 1 名、特許制度に 2 名、商標制度に 2 名の合計 5 名を募集する。書類審査と

面接による選考が行なわれる。最終結果の発表は、2021 年 10 月 6 日を予定。 

 

日付 2021 年 8 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/inpi-divulga-procedimentos-
apos-extincao-da-anuencia-previa-de-patentes-farmaceuticas 

タイトル INPI、医薬品特許の ANVISA による事前承認の廃止後の手続きについて公表 

要約 2021 年 8 月 27 日に公布された法律第 14,195 号では、医薬品やその製造方法の特許出願

について、ブラジル衛生監督庁（ANVISA）の事前承認手続きの廃止が定められた。同新法の

第 57 条第 XXVI 項にて、1996 年付法律第 9,279 号の第 229-C 条が取り消されたもの。これを

受けてブラジル産業財産庁（INPI）は、以下の発表を行なった。まず、特許出願における INPI・

ANVISA 間の業務フローは、2021 年 8 月 27 日をもって消滅する。ANVISA から返却された特許
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出願は、299-C 条の廃止に関する具体的な規定を加えた手続きコード 7.7 が公布された後に、

INPI にて通常通り処理される。また ANVISA によって決定され、当該条項の取消し前に INPI に

送付された特許出願は、産業財産官報（RPI）第 2,763 号に掲載されており、承認（手続き

コード 7.5）又は 229-C 条非適用（手続きコード 7.7）のいずれかでの公示となっている。

ANVISA で審査中だった特許出願は、2021 年 8 月 30 日に 2021 年付公文書第 347～358

号に基づき INPI に返却されている。これに基づき、INPI では合計 1,284 件の特許出願を受付

け、このうち 54 件は、229 条 C 項の失効前に ANVISA が承認を既に公示していたもので、RPI で

は手続きコード 7.5 としての公表を予定している。INPI では、補正要求中かもしくは拒絶査定が

出ている 19 件の特許出願の返送を待っている。2016 年 12 月 31 日までに申請された特許出

願で、バックログ削減計画の対象となったものは今後の審査の対象となり、手続きコード 6.21 又

は 6.22 として公示される。 

 

日付 2021 年 9 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-inaugura-unidade-no-
senai-cimatec-em-salvador 

タイトル INPI、サルバドール市の Senai/Cimatec 内に支部を開設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の地域支部が 9 月 2 日、バイーア州サルバドール市に開設され

た。この新しい拠点は、産業財産（IP）・ビジネス・イノベーションセンターの 1 つで、同州のイノベ

ーションエコシステムの主要プレーヤーによる無形資産の創出・保護・商業化の促進を目的として

いる。同支部は、INPI が 2020 年から協力協定を結んでいるバイーア州工業実習サービスの統合

製造技術センター（Senai/Cimatec）と一体的に運営される。両機関のパートナーシップは、

Senai/Cimatec 及びそのパートナー企業による産業財産システム利用の評価や、同機関の実施

するプロジェクトにおける科学的知識を産業財産資産に変換するプロセスへの参加、産業財産

に特化した人材の育成などを目的としたもの。こうした背景から、ブラジルにおける産業財産制度

の利用を促進するための INPI ビジネスプログラムの一環としてのトレーニング、イベント、メンター活

動の実施が予定されている。 

 

日付 2021 年 9 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/abertas-inscricoes-para-
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selecao-de-servidores-atuarem-na-academia 

タイトル INPI アカデミーにて公務員の選考を開始 

要約 ブラジル特許商標庁（ INPI）は、修士課程研究・調査部門に関連する学術サービス課

（SERAC）での勤務を希望する連邦公務員・職員の選考について、9 月 17 日まで応募を受

付ける。選考の参加資格として、コンピュータサイエンスや関連分野の普通科もしくは工専レベル

の知識を有するか、もしくは画像・映像・プレゼン編集の知識と経験、もしくは事務契約の知識

に関連する分野の学位が必要となる。それぞれの分野で各 1 名を募集する。書類審査と面接

による選考が行なわれる。最終結果の発表は 2021 年 10 月 6 日を予定。 

 

日付 2021 年 9 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/inpi-assina-protocolo-de-
intencoes-com-a-acsp 

タイトル INPI、サンパウロ州商業協会との間で趣意書を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とサンパウロ商業協会（ACSP）は 9 月 9 日、企業のイノベーショ

ンを促進するための産業財産権（IP）制度の浸透と利用拡大や促進を目的として、制度・技

術両面での協力の意向を示す趣意書を締結した。今後は、将来の制度・技術両面での協力

協定の締結を目指し、具体的な手続きを定義していく。企業向けの IP メンタリング、産業財産

権や同システムの利用を促進するためのイベントなどが予定されている。世界知的所有権機関

（WIPO）の遠隔教育コースを利用するコンソーシアムへの ACSP の参加についても検討を行なっ

ていく。 

 

日付 2021 年 9 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 Poder 360 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.poder360.com.br/economia/varejo-eletronico-e-responsavel-pela-venda-de-
produtos-piratas-diz-anatel/ 

タイトル 国家通信庁、電子商取引の店舗が海賊版製品の販売の多くを担っていると指摘 

 

日付 2021 年 9 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 
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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/xiii-enapid-comeca-nesta-
quarta-feira-para-discutir-o-futuro-da-pi-1 

タイトル 産業財産の未来を協議する第 13 回 ENAPID が 9 月 15 日に開幕 

要約 第 13 回産業財産・イノベーション・開発に関する学術会議（ENAPID）が、「変化する世界にお

ける産業財産の未来」をテーマとして、オンライン形式で 9 月 15 日に開幕する。人工知能、伝

統的知識、破壊的技術、環境と持続可能性など、産業財産とイノベーションに関するラウンドテ

ーブルが行なわれる。9 月 17 日まで。ブラジル産業財産庁（INPI）が 2008 年から主催している

本イベントは、ブラジルにおけるこの分野の主要イベントの 1 つであり、ブラジル産業財産権協会

（ABPI）と世界知的財産権機関（WIPO）が後援している。 

 

日付 2021 年 9 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 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/pagina-de-estatisticas-foi-
reformulada-e-traz-painel-de-dados-interativo 

タイトル インタラクティブなデータダッシュボードを採用し、統計ページのデザインを一新 

要約 産業財産権に関する統計情報や経済研究を検索する際のユーザーエクスペリエンスを向上させ

るため、ブラジル産業財産庁（INPI）はポータルサイトの統計のページを再構築した。コンテンツを

「統計」「レポート」「研究」の 3 つの部分に分類したほか、2021 年の産業財産関連統計のインタ

ラクティブパネルや、過去 12 ヶ月の出願状況のパネルも新設された。新ページのポイントとして、

月次データや累計データへのアクセスが簡易になったこと、また経済調査や「産業財産権月報」

「産業財産権指標」などのレポートがダウンロードできるようになったことが挙げられる。統計パネル

では、今年行われた商標、特許、意匠、コンピュータプログラム、技術移転契約書の登録につい

て、ブラジルの自治体別、出願人のタイプ別（個人、個人零細事業主、大企業など）などの

調査も可能となっている。 

 

日付 2021 年 9 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/presidente-do-inpi-e-
recebido-pelo-ministro-carlos-franca 

タイトル INPI 長官、カルロス・フランサ外相を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・フルタード会長、世界知的所有権機関（WIPO）ブ
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ラジル事務所のジョゼ・グラサ・アラーニャ地域所長、エフライム・フィルホ下院議員は 9 月 14 日、

ブラジリア連邦直轄区にてカルロス・フランサ外務大臣の接見を受けた。その中で、意匠の国際

的な登録を扱うハーグ協定や、ブラジルと WIPO の協力関係について協議された。ブラジル政府

は、新規事業の支援のため、法的安全性の確保と国内外の投資家に対し予測可能性を提供

する近代的なビジネス環境の整備強化に取り組んでいる。このコミットメントは、2020 年 12 月に

発表された「産業財産国家戦略（ENPI）」にも表れており、この中では産業財産の保護のため

の国内法の改善が盛り込まれている。 

 

日付 2021 年 9 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/enapid-discute-o-futuro-da-
propriedade-intelectual 

タイトル ENAPID で協議される産業財産の未来 

要約 「変化する世界における知的財産の未来」をテーマに掲げた第 13 回産業財産・イノベーション・

開発に関する学術会合（ENAPID）が、9 月 15 日（水）に開幕した。オープニングセッションで

は、ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーションの連携・推進コーディネーターである

ヴィニシウス・ボゲア・カマラ氏が、INPI によるバックログの解消が現実になりつつあることを強調し

た。その上で、INPI ビジネス・プログラムの推進やメンタリング活動に重点を置き、ブラジルにおける

産業財産の創出を促進するための活動に一層注力していると説明した。また、2020 年に策定さ

れた「産業財産国家戦略」において INPI が中心的な役割を果たしていることも説明された。その

後、アンドレ・フォンテス連邦判事による基調講演が行われ、司法面からの産業財産の分析が

行われた。初日には、INPI のオンブズマンであるダヴィソン・メネゼス氏が、ポスト・バックログ・シナリ

オに向けた INPI の展望を発表。制度強化、バイオエコノミーと持続可能な開発、オープンイノベー

ションなどの課題を取り上げた。INPI アカデミーのパトリシア・トロット氏は、学校セクターにおける産

業財産の導入策として、産業財産分野の教育実施に関連する賞の創設などについて説明し

た。 

 

日付 2021 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mg/zona-da-mata/noticia/2021/09/15/dupla-e-presa-em-operacao-
de-combate-a-pirataria-em-juiz-de-fora.ghtml 
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タイトル ジュイス・デ・フォラ市での模倣品対策作戦で 2 名を逮捕 

 

日付 2021 年 9 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-inicia-processo-para-
lancar-base-de-patentes-historicas-em-2022 

タイトル INPI、2022 年に歴史的特許データベースを公開するための作業を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2022 年の公開を目指し、共和国発足時に大統領が署名し

た約 3,000 件の歴史的特許を収録したデータベースの作成プロセスを 9 月 20 日の週より開始

する。その特許の多くには、100 年以上前に付与されたものや、中には 19 世紀にさかのぼる特

許もある。これは、総務部（DIRAD）、特許・コンピュータプログラム・集積回路利用権部

（DIRPA）、IT 総合調整課（CGTI）が共同で行っているもの。この作業の最初のステップとし

て、収蔵品の保存状況の確認が行なわれる。これは INPI に対して無償寄付として民間企業が

サービスを提供するため、INPI としての費用負担なしで実施される。このようなサービスの寄付モデ

ルは、2019 年付大統領令第 9,764 号に規定されており、連邦政府の承認もすでに得られてい

るもの。 

 

日付 2021 年 9 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/abertas-inscricoes-para-
evento-sobre-protocolo-de-madri-no-dia-22 

タイトル マドリッド・プロトコルに関する 9 月 22 日開催のイベントの参加申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、在レシフェ米国総領事館、米国特許商標庁（USPTO）、ペル

ナンブコ連邦大学（UFPE）は、9 月 22 日午後 2 時より、オンラインセミナー「マドリッド・プロトコ

ルとグローバル商標：ブラジル企業にとっての機会と課題」を開催する。ブラジル貿易投資促進

庁（Apex-Brasil）とレシフェ市の情報通信技術（ICT）・クリエイティブ・エコノミー（CE）・都市

対応テクノロジーパーク Porto Digital が後援する。参加無料。このセミナーでは、国際市場に関心

のある企業を対象に、マドリッド・プロトコルを利用してより迅速・低コスト、かつ登録出願 1 回の

みで複数の国にて商標を保護する方法を紹介する。 
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日付 2021 年 9 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/premio-nacional-de-
inovacao-tem-inscricoes-abertas-ate-o-dia-2-10 

タイトル 全国イノベーション大賞の登録申込受付けは 10 月 2 日まで 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が協賛し、全国工業連盟（CNI）とブラジル零細企業支援サー

ビス（Sebrae）が主催する「第 7 回全国イノベーション大賞」では、10 月 2 日まで応募申込を

受け付けている。この賞は、工業分野の企業、あらゆる分野の中小企業、ブラジルのイノベーショ

ン・エコシステムを対象としたもの。今回より「イノベーション・エコシステム」部門が新設され、「トリプ

ル・ヘリックス」と呼ばれるローカルの産官学による革新的協力ネットワークも表彰対象となった。

受賞者の発表は 2022 年 3 月 8 日を予定。優秀賞には、全国工業実習サービス（SENAI）の

イノベーションビジネス修士（MBI）コースへの参加に加えて、国内・海外の 2 つのイノベーション・

エコシステムへの参加権利が贈られる。 

 

日付 2021 年 9 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-passa-a-receber-pedido-
de-marca-de-posicao-em-outubro 

タイトル INPI、位置商標の出願受付を 10 月に開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 21 日、位置商標の出願について規定した 2021 年付省

令第 37 号を産業財産官報（RPI）2,646 号に掲載した。位置商標は、技術的あるいは機能

的効果とは無関係に、明確に説明される単一かつ特定の位置に特徴的な標識を配置したも

の。e-INPI 出願システム上で専用フォームが使用可能となる 10 月 1 日以前の出願においては、

位置商標の出願であることを明示した上で、立体商標の登録出願フォームを使用すること。この

以前の出願について位置商標に相当するものは、商標種別の変更のために 90 日間の期間の

手続き期間が与えられる。また、位置商標の審査は全て、同庁のシステム対応がなされた後に

開始される。 

 

日付 2021 年 9 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 
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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/disponibilizado-resultado-da-
consulta-publica-de-marca-de-posicao 

タイトル 位置商標に関するパブリックコメント募集の結果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）商標・意匠・地理的表示部（DIRMA）は、2021 年 4 月 13 日

～6 月 12 日にかけて行われた、位置商標の登録出願の審査に関する規則と手続きに関するパ

ブリックコメントの募集で提出されたコメントの検討を完了した。寄せられた提案は、「商標・意

匠・地理的表示の審査に関する手続きおよびガイドラインの改善のための常設委員会」

（CPAPD）で評価及び回答を行なった。位置商標の登録可能性を規定した 2021 年付

INPI/PR 省令第 37 号は、2021 年 9 月 21 日付の産業財産官報（RPI）2,646 号に掲載され

た。また位置商標の登録申請の審査手順に関する 2021 年付 INPI/CPAPD テクニカルノート第

2 号は、商標マニュアルに反映されている。パブリックコメントの募集で寄せられた提案に対する回

答は、商標に関するパブリックコメントのページで参照可能。 

 

日付 2021 年 9 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/brasil-ocupa-o-57deg-lugar-
entre-os-132-paises-mais-inovadores 

タイトル イノベーティブな国として、ブラジルは 132 カ国中 57 位にランクイン 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）が 9 月 20 日に発表した「グローバル・イノベーション・インデック

ス（IGI）2021」によると、ブラジルは対象 132 カ国中、57 位となった。2020 年は 62 位、2019

年は 66 位であった。ラテンアメリカ・カリブ地域の 18 カ国を対象とした場合、ブラジルはチリ（1

位）、メキシコ（2 位）、コスタリカ（3 位）に次ぐ 4 位となった。IGI は、イノベーションのインプッ

トとアウトプットにそれぞれ分類された 80 の指標に基づき、世界の経済国のイノベーション能力を

ランク付けしたもの。2021 年度のイノベーションの上位 10 カ国は、スイス、スウェーデン、米国、英

国、韓国、オランダ、フィンランド、シンガポール、デンマーク、ドイツとなった。ブラジル工業連盟

（CNI）は、イノベーションのための企業運動（MEI）を通じ、2017 年から IGI の制作と広報に

協力している。9 月 21 日には、IGI2021 ブラジル版の発表会が WIPO のダレン・タン事務局長、

WIPO の経済統計部のサシャ・ヴンシュ・ヴィンセント部長ら出席の下、オンラインで行われた。 

 

日付 2021 年 9 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 
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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-
sobre-protocolo-de-madri 

タイトル INPI、マドリッドプロトコルに関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 22 日（水）、「マドリッドプロトコルとグローバル商標：ブ

ラジル企業にとってのチャンスと課題」と題したオンラインセミナーを開催した。本イベントは、INPI と

在レシフェ米国総領事館、米国特許商標庁（USPTO）、ペルナンブコ連邦大学（UFPE）と

共催したもので、ブラジル貿易投資促進庁（Apex-Brasil）と Porto Digital が後援した。イベン

トの中で、INPI のクラウディオ・フルタード会長は、2019 年のブラジルによるマドリッドプロトコルへの

加盟は、産業財産の重要性を示すものであると強調。続いて、INPI のマドリッドプロトコル担当マ

ネージャーであるマリア・エウジェニア・ガロッティ氏が、マドリッドプロトコルに関する運用、流れ、ルー

ル、料金などの概要を説明した。 

 

日付 2021 年 9 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-09/rio-operacao-apreende-
mercadorias-piratas-avaliadas-em-r-1-milhao 

タイトル リオデジャネイロ市内の模倣品対策捜査にて、100 万レアル相当の模倣品を押収 

 

日付 2021 年 9 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-e-anpei-assinam-
protocolo-de-intencoes-para-cooperacao-1 

タイトル INPI、ANPEI との協力覚書を締結 

要約 ブラジル特許商標庁（INPI）と全国革新的企業研究開発協会（ANPEI）は 9 月 13 日、企

業のイノベーション促進を目的として、産業財産権の利用拡大のための制度的・技術的協力の

意向を示す覚書を締結した。これにより ANPEI と提携する企業は、特許・商標・意匠・コンピュー

タプログラムの登録を通じた産業界における資産保護における促進を目的としたメンタープログラ

ム、講習会などのサービスを受けることができるようになる。 

 

日付 2021 年 9 月 21 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-passa-a-receber-pedido-
de-marca-de-posicao-em-outubro 

タイトル INPI、位置商標の出願受付を 10 月に開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 21 日、位置商標の出願について規定した 2021 年付省

令第 37 号を産業財産官報（RPI）2,646 号に掲載した。位置商標は、技術的あるいは機能

的効果とは無関係に、明確に説明される単一かつ特定の位置に特徴的な標識を配置したも

の。e-INPI 出願システム上で専用フォームが使用可能となる 10 月 1 日以前の出願においては、

位置商標の出願であることを明示した上で、立体商標の登録出願フォームを使用すること。この

以前の出願について位置商標に相当するものは、商標種別の変更のために 90 日間の期間の

手続き期間が与えられる。また、位置商標の審査は全て、同庁のシステム対応がなされた後に

開始される。 

 

日付 2021 年 9 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/disponibilizado-resultado-da-
consulta-publica-de-marca-de-posicao 

タイトル 位置商標に関するパブリックコメント募集の結果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）商標・意匠・地理的表示部（DIRMA）は、2021 年 4 月 13 日

～6 月 12 日にかけて行われた、位置商標の登録出願の審査に関する規則と手続きに関するパ

ブリックコメントの募集で提出されたコメントの検討を完了した。寄せられた提案は、「商標・意

匠・地理的表示の審査に関する手続きおよびガイドラインの改善のための常設委員会」

（CPAPD）で評価及び回答を行なった。位置商標の登録可能性を規定した 2021 年付

INPI/PR 省令第 37 号は、2021 年 9 月 21 日付の産業財産官報（RPI）2,646 号に掲載され

た。また位置商標の登録申請の審査手順に関する 2021 年付 INPI/CPAPD テクニカルノート第

2 号は、商標マニュアルに反映されている。パブリックコメントの募集で寄せられた提案に対する回

答は、商標に関するパブリックコメントのページで参照可能。 

 

日付 2021 年 9 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 
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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/brasil-ocupa-o-57deg-lugar-
entre-os-132-paises-mais-inovadores 

タイトル イノベーティブな国として、ブラジルは 132 カ国中 57 位にランクイン 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）が 9 月 20 日に発表した「グローバル・イノベーション・インデック

ス（IGI）2021」によると、ブラジルは対象 132 カ国中、57 位となった。2020 年は 62 位、2019

年は 66 位であった。ラテンアメリカ・カリブ地域の 18 カ国を対象とした場合、ブラジルはチリ（1

位）、メキシコ（2 位）、コスタリカ（3 位）に次ぐ 4 位となった。IGI は、イノベーションのインプッ

トとアウトプットにそれぞれ分類された 80 の指標に基づき、世界の経済国のイノベーション能力を

ランク付けしたもの。2021 年度のイノベーションの上位 10 カ国は、スイス、スウェーデン、米国、英

国、韓国、オランダ、フィンランド、シンガポール、デンマーク、ドイツとなった。ブラジル工業連盟

（CNI）は、イノベーションのための企業運動（MEI）を通じ、2017 年から IGI の制作と広報に

協力している。9 月 21 日には、IGI2021 ブラジル版の発表会が WIPO のダレン・タン事務局長、

WIPO の経済統計部のサシャ・ヴンシュ・ヴィンセント部長ら出席の下、オンラインで行われた。 

 

日付 2021 年 9 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-participa-de-evento-
sobre-protocolo-de-madri 

タイトル INPI、マドリッドプロトコルに関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 22 日（水）、「マドリッドプロトコルとグローバル商標：ブ

ラジル企業にとってのチャンスと課題」と題したオンラインセミナーを開催した。本イベントは、INPI と

在レシフェ米国総領事館、米国特許商標庁（USPTO）、ペルナンブコ連邦大学（UFPE）と

共催したもので、ブラジル貿易投資促進庁（Apex-Brasil）と Porto Digital が後援した。イベン

トの中で、INPI のクラウディオ・フルタード会長は、2019 年のブラジルによるマドリッドプロトコルへの

加盟は、産業財産の重要性を示すものであると強調。続いて、INPI のマドリッドプロトコル担当マ

ネージャーであるマリア・エウジェニア・ガロッティ氏が、マドリッドプロトコルに関する運用、流れ、ルー

ル、料金などの概要を説明した。 

 

日付 2021 年 9 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2021-09/rio-operacao-apreende-
mercadorias-piratas-avaliadas-em-r-1-milhao 

タイトル リオデジャネイロ市内の模倣品対策捜査にて、100 万レアル相当の模倣品を押収 

 

日付 2021 年 9 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-e-anpei-assinam-
protocolo-de-intencoes-para-cooperacao-1 

タイトル INPI、ANPEI との協力覚書を締結 

要約 ブラジル特許商標庁（INPI）と全国革新的企業研究開発協会（ANPEI）は 9 月 13 日、企

業のイノベーション促進を目的として、産業財産権の利用拡大のための制度的・技術的協力の

意向を示す覚書を締結した。これにより ANPEI と提携する企業は、特許・商標・意匠・コンピュー

タプログラムの登録を通じた産業界における資産保護における促進を目的としたメンタープログラ

ム、講習会などのサービスを受けることができるようになる。 

 

 

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） 



  
 

13 

 

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

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。 

 

 


