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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.1（2016 年 11月分） 

 

2016 年 12月 10日発行 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/dia-do-inventor-acompanhe-a-serie-sobre-criatividade-e-
direitos-de-pi 

タイトル INPI が「発明者の日」の祝 

要約 11 月 4 日は発明者の日である。ブラジルの発明者の功績を讃え、産業財産権によ

る発明の保護を促すために、ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 4 日から 11 日ま

で、同庁のポータルサイトや SNS を通じて、テーマに沿ったビデオシリーズを配信

する。 

また 4 日、 INPI はリオデジャネイロ市のアウグスト・モッタ大学センター

（UNISUAM）の生産工学部の学生 50 人に講義を行い、INPI のアレシャンドレ・ロ

ウレンソ氏と発明者のレオポルド・アルメイダ氏が講演した。 
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-lanca-pagina-especial-para-enapid-prospect-i-e-
congressos-de-inovacao-aberta 

タイトル INPI が Enapid/ProspeCT&I とイノベーション学会の特設ページ開設  

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 4 日（金）、サンタカタリナ州フロリアノポリ

ス市で 11 月 23 から 25 日に開催予定の「第 9 回知的財産、イノベーション、開発

の学会（Enapid）」と「第 4 回 ProspeCT&I」の特設ページを開設した。 

Enapid のイベントと同時に、「第 3 回国際会議：食品産業のオープン・イノベーシ

ョン」、「第 4 回エネルギー国際会議：エネルギー効率・気候イノベーションシス

テム・持続可能イノベーション」と、「研究開発国際会議」の 3 つの会議も同時開

催する。 

INPI の特設ページにはイベントプログラム、参加案内、内容紹介、ミニ講習会のプ

ログラムが掲載されている。 
 

 



2 

Copyright©2016 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

日付 2016 年 11 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=579 

タイトル OAB-RJ がファッションの権利保護セミナーを開催 
 

日付 2016 年 11 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 SEGS ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.segs.com.br/demais/40508-projeto-patente-mpe-facilita-o-registro-de-
produtos-e-negocios-de-empreendedores-brasileiros.html 

タイトル ブラジル人起業家による製品・ビジネスの特許登録を簡易化する「中小企業特許プ

ロジェクト」 
 

日付 2016 年 11 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 ジョルナウ・ド・ブラジル新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jb.com.br/informe-cnc/noticias/2016/11/08/pirataria-e-contrabando-geram-
prejuizos-de-r-115-bilhoes-por-ano/?from_rss=None 

タイトル 海賊版と密輸による損害は年間 1,150 億レアル  
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-realiza-seminario-sobre-desafios-da-pi-no-seculo-xxi 

タイトル INPI が 21 世紀の知的財産権の課題セミナーを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデミーの博士

課程学生により 2016 年 11 月 9、10 日、「21 世紀の知的財産の課題」をテーマと

した、知的財産関連セミナーシリーズが再び開催される。同イベントでは、国の政

策が評価・改善すべき課題に焦点を当て、 ブラジルの知的財産システムに関して議

論される。 

2 日間に渡って議論されるテーマは次の通り: 

- 知的財産に対する国内政策の構築 

- 中小企業による知的財産使用の優遇措置 

- 知識マーケットと知的財産への影響 

- 大学と企業間における知的財産問題 
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日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-sedia-primeira-reuniao-sobre-colaboracao-de-exame-
de-patente-com-o-escritorio-do-japao 

タイトル INPI が JPO と特許審査協力について会議を開く 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と日本特許庁（JPO）は特許申請の技術審査の意思決定

を元に両機関が協力し合うパイロットプロジェクトの詳細な技術提案書の作成を目

標として、JPO の代表者たちと共同で取り組むワーキンググループを設置、第一回

会議を INPI のルイス・ピメンテル長官が 11 月 10 日に開いた。 

このワーキンググループは、ブラジル開発商工サービス省（MDIC）と経済産業省

（METI）が 2016 年 10 月 6 日に東京で署名した共同声明文によって発足された。 

同会議にはジュリオ・セザル・モレイラ特許ディレクター、ラファエラ・ジ・サバ

ト・ゲレアンテ INPI 国際関係コーディネーター、JPO 審査企画室の 柳澤智也室

長、JPO 国際協力課の松原陽介副課長、JETRO サンパウロ事務所知的財産部の 岡

本正紀部長、在リオデジャネイロ日本国総領事館のカゴシマ・ナオト氏が参加し

た。 
 

日付 2016 年 11 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 コンストル・ジュリディコ誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2016-nov-10/ministro-cobranca-direito-autoral-musicas-web 

タイトル STJ の判事はインターネット上の音楽放送の著作権料徴収反対という意見を示した 
 

日付 2016 年 11 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 コンストル・ジュリディコ誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2016-nov-12/trf-encerra-disputa-entre-marcas-nomes-
diferentes 

タイトル TRF-4 は、異なるブランド名を持つ衣類とビーチサンダルの争いを解決 
 

日付 2016 年 11 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 ジアリオ・カタリネンセ新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://dc.clicrbs.com.br/sc/colunistas/rafael-martini/noticia/2016/11/presidente-
doinstituto-nacional-da-propriedade-industrial-fala-sobreinovacao-e-pesquisa-em-sc-
8254918.html 

タイトル INPI 長官が SC 州でイノベーションと研究について語る 
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日付 2016 年 11 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 ブラジル政府ポータサイトル ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.brasil.gov.br/educacao/2016/11/bolsista-da-capes-cria-patente-nos-estados-
unidos 

タイトル CAPES の留学生がアメリカで特許を取得 

要約 ブラジル高等教育支援・評価機構（CAPES）の奨学生であり留学生のイザベル・ギ

ンドリは歯科インプラントの表面を守る化合物の開発技術の特許発明者である。 

テクサス・アット・ダラス大学（UTD）の博士課程在学時代に開発された技術は、

インプラントの表面を守る多機能性を持ち、その性能を向上するイオン性液体と呼

ばれる有機化合物を開発するためのものである。 

2015 年にギンドリは UTD での学業が認められ、Johnson Family Graduate Fellowship 

in Bioengineering 賞を受賞している。 
 

日付 2016 年 11 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 グローボ・ルラル誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Cana/noticia/2016/11/inclusao-
da-cachaca-no-regime-do-simples-nacional-reduzira-impostos-em-ate-40.html 

タイトル カシャッサ製造会社に Simples Nacional 税制度適用が 40％減税 
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-serie-de-reunioes-sobre-estatisticas-de-
pi-na-australia 

タイトル INPI がオーストラリア開催の知的財産統計イベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁の経済分野アドバイザリー課（INPI/AECON）のビビアン・イリ

ス・バルセロス課長代理は、11 月 15－18 日にオーストラリアで行われる知的財産

統計をテーマにした一連のイベントに本庁を代表して参加する。 

2016 年度意思決定者の知的財産統計会議（IPSDM Conference）に参加後、特許統計

ワーキンググループに参加する。両イベントは経済協力開発機構（OECD）の主宰 
 

日付 2016 年 11 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 パラナショップ ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://paranashop.com.br/2016/11/mel-produzido-no-oeste-do-pr-aguarda-liberacao-de-
indicacao-de-procedencia-pelo-inpi/ 

タイトル パラナ州西部で採蜜されたハチミツが INPI による原産地表示登録間近  
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日付 2016 年 11 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 サンタカタリナ新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2016/11/pedro-machado-setor-textil-de-sc-
perde-r-400-milhoes-por-ano-com-pirataria-8377670.html 

タイトル サンタカタリナ州繊維産業への模倣品による損害は年間 4 億レアル  
 

日付 2016 年 11 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 ジュスティサ・エン・フォコ ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.justicaemfoco.com.br/desc-noticia.php?id=118254&nome=Indenizacao-por-
violacao-de-propriedade-industrial-nao-exige-prova-do-prejuizo 

タイトル 産業財産権侵害に対する賠償請求は損失証明が不要  
 

日付 2016 年 11 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 UOL ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://noticias.uol.com.br/opiniao/coluna/2016/11/21/para-punir-crimes-digitais-camara-
pode-abrir-brechas-para-censura.htm 

タイトル 下院はデジタル犯罪取締りを名目に表現規制に繋がる可能性のある文脈を盛り込む  
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-recebe-visita-do-embaixador-de-fiji 

タイトル INPI、フィージー大使の訪問を受ける 

要約 在ブラジルフィジー大使のカマ・ツイキラキラ・ツイロマ氏が 11 月 21 日（月）に

ブラジル産業財産庁（INPI）を訪れ、2 国間貿易と知的財産分野に関する協力の可

能性について言及。 

INPI のマウロ・マイアエグゼクティブ・ディレクターは、国際関係コーディネーシ

ョン部のフェルナンド・カッシービと共に大使を歓迎した。マイア氏は、知的財産

の分野でフィジーと協力関係を結ぶことに関し、INPI はオープンである旨をコメン

トした。 
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpis-do-brasil-e-da-franca-assinam-acordo-de-
cooperacao 

タイトル ブラジルとフランスの INPI が産業財産権に関する協力合意を署名 
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要約 ブラジル INPI のルイス・オタビオ・ピメンテル長官と、フランス INPI のロマン・

ソーベーラン長官は、知財分野の 2 国間協力を形式化するための覚書を署名した。

本合意は、パリで 11 月 22 日に開催されたブラジル・フランス制度対話の第 4 セッ

ションの開催中に署名された。 

両 INPI の協力は次トピックスの経験交換を予定している：知財関連法律の発展と国

際条約、国内知財事務所の管理、知財権に関する検索と審査、IT リソースの開発、

専門トレーニング及び研修による人材育成活動、中小企業を主とした知財文化の促

進、原産地表示の保護、海賊版商品対策、共同イベント開催等。 
 

日付 2016 年 11 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 G1 サイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/musica/noticia/2016/11/justica-decide-que-ecad-nao-recebera-do-
google-por-clipes-no-youtube.html 

タイトル ECAD は YouTube の PV に対しグーグル社から視聴料金を徴収不可と判決 
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/autorizada-a-nomeacao-de-mais-30-pesquisadores-e-40-
tecnologistas 

タイトル 研究員 30 名と技術員 40 名の採用を許可 

要約 11 月 23 日付け官報に掲載された企画・予算・運営省省令第 357 号によると、ブラ

ジル産業財産庁（INPI）の研究員職公務員試験合格者 30 名と産業財産技術員職公務

員試験合格者 40 名の採用が認可された。採用者達は 2014 年度の公務員試験によっ

て募集された定員枠の残存席を埋めることとなる。 
 

日付 2016 年 11 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 開発商工サービス省（MDIC） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/mdic-assina-declaracoes-conjuntas-com-a-ompi-sobre-
marcas-e-capacitacao-em-pi-1 

タイトル MDIC と WIPO は商標と知財関連トレーニングの合同声明に署名 

要約 開発商工サービス省のマルコス・ペレイラ相は 11 月 23 日、スイスのジュネーブで

世界知的所有権機関（WIPO）のフランシス・ガリ事務局長と共に商標と知財関連

トレーニングについて、二つの合同声明を署名した。 

商標に関しての目標は、ブラジル産業財産庁（INPI）とグッドプラクティスに関す

る経験交換を含む、技術・作業事案協力を広げることにある。 

知財教育に関して声明文は INPI と WIPO が以前に取り組んだ遠隔トレーニングの成

功例を拡大する。  
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日付 2016 年 11 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 Folha 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/11/1834688-patente-por-via-rapida-muda-
rotina-de-empresas-conheca-mecanismos.shtml 

タイトル 特許の早期取得が企業の日課を変える 
 

日付 2016 年 11 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 ヴァロル・エコノミコ紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.contabeis.com.br/noticias/30629/brasil-quer-agilizar-adesao-a-protocolo-
para-protecao-de-marcas/ 

タイトル ブラジルは商標を守るために議定書の参加を急ぐ 
 

日付 2016 年 11 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-vai-fazer-consulta-publica-para-implantar-o-e-rpc 

タイトル INPI はソフトウエア登録システム導入のために公聴会を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、コンピューターソフトウエア登録出願の電子シス

テム導入のための公聴会を 12 月 1 週に開くと通知した 。公聴会の目標は手続きに

透明性を与え、使用者の意見を募り、評価することにある。 

手続きは（インターネットを介した）完全電子システムによるものであり、登録証

明書の発行を早め、出願に不備がなければ 7 日間で発行される。  
 

日付 2016 年 11 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 R7 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://noticias.r7.com/brasil/um-em-cada-tres-brasileiros-compra-produto-pirata-no-pais-
29112016 

タイトル ブラジルで 3 人に 1 人は海賊版商品を購入 
 

日付 2016 年 11 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 CT&I/ABIPTI 管理エージェンシー ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.agenciacti.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9988:falt
a-de-recursos-e-de-servidores-atrasara-solucoes-para-backlog-no-inpi&catid=3:newsflash 

タイトル INPI のバックログ問題は予算・人員不足により対策が遅れる 
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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。 

 


