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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.2（2016 年 12月分） 

 

2017年 1月 9日発行 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-se-reune-com-scotch-whisky-association 

タイトル INPI、スコッチ・ウイスキー協会の代表者達と会う 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の長官は 11 月 30 日にスコッチ・ウイスキー協会の代

表者達と会い、商標と原産地表示をテーマに議論を交わした。 

 

日付 2016 年 12 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 Diario de Pernambuco 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diariodepernambuco.com.br 
/app/noticia/vida-urbana/2016/11/30/interna_vidaurbana,677750/ferramenta-e-utilizada-
em-escolas-para-proteger-invencoes-que-surgem-n.shtml 

タイトル 学校などで生み出された発明を守るためのツール 

 

日付 2016 年 12 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 Jornal Dia a Dia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://jornaldiadia.com.br/2016/?p=225887 

タイトル 新しい生物多様性法はシステム欠如により、効力を発揮できていない 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-reuniao-do-comite-de-lideres-da-mei-
em-sp 

タイトル INPI、サンパウロで行われた MEI の指導者委員会の会議に参加 
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要約 INPI のルイス・ピメンテル長官は、12 月 2 日、サンパウロ市内で行われたイノベー

ションへの実業家動員（MEI）の指導者委員会の会議に出席した。 

MEI の会議は企業指導者委員会により開催され、政府メンバーも参加している。本

イベントはブラジル企業のイノベーションを促す事を目標としている。 

 

日付 2016 年 12 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 Convergencia Digital サイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://convergenciadigital.uol.com.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?UserActiveTemplate=sit
e&infoid=44150&sid=5 

タイトル Brasscom が公的ソフトウェアの商業的利用を提案する 

 

日付 2016 年 12 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 Jornal do Brasil 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jb.com.br/rio/noticias/2016/12/04/barreira-fiscal-apreende-cerca-de-duas-
toneladas-de-produtos-piratas/ 

タイトル 税務署が海賊版製品を 2 トン押収 

 

日付 2016 年 12 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 Agrosoft (Emater) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.agrosoft.org.br/?id=2016120509 

タイトル パンタナル地帯の養蜂家が原産地タグを表示する権利を取得 

要約 パンタナルの養蜂家は原産地表示タグの登録権を獲得した。これから、パンタナル

生物群系を構成する地帯で生産されるハチミツは原産地タグを表示することが可能

になった。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-abre-consulta-publica-sobre-sistema-de-registro-de-
software 

タイトル INPI ソフトウエア登録システムに関する意見募集へ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 5 日（月）に法的保護を保証する新しいコンピ

ューターソフトの電子登録出願システムの導入にあたり、意見募集を開始した。 

新しい登録手続きシステムはインターネットを介した完全電子プロセスであり、手

続きを簡略化し、かつ出願内容に間違いさえなければ 7 日以内に申請登録証書を発

行するといった迅速化も図れる。 
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日付 2016 年 12 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 Jornal Floripa 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jornalfloripa.com.br/mundo/noticia.php?id=26758608 

タイトル 討論者が薬品の価格を下げるために特許法の見直しを求める 

 

日付 2016 年 12 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 Jurídico 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2016-dez-05/entre-inpi-empresa-cabe-secao-direito-privado-stj 

タイトル INPI と米国企業の対立は STJ の私法部の管轄であると判定 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/unidade-regional/inpi-no-rs-fala-sobre-marca-coletiva-e-de-
certificacao 

タイトル INPI、RS 州で団体商標と認証マークについて語る 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のパブロ・レガラド商標審査官はリオグランデドスー

ル州（RS）ポルトアレグレ市で行われた「食品チェーンに付加価値を与える方法：

登録、認定、認証」というイベントに参加。講演は、「団体商標」、「認証マー

ク」といった制度を中心に、INPI が発行する様々な登録方法を紹介した。 

 

日付 2016 年 12 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 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/xx 

タイトル 優先審査を受けられる「グリーン特許」が INPI の通常サービスに格上げ 

要約 優先審査「グリーン特許」は、パイロットプログラムとして 4 年間実施され続けて

きたが、12 月 6 日から、ブラジル産業財産庁（INPI）の通常サービスになった。 

本優先審査「グリーン特許」は、環境分野の技術に関する特許の出願審査を迅速化

することにより、グローバル気候変動対策への貢献を目指す。当審査は又、社会に

よって速やかに実現できる新技術の特定を可能にし、ブラジルにおいてライセンス

会得とイノベーションを誘因するものと考えられている。 

当審査を規則化する決議第 175/2016 号は 2016 年 12 月 6 日の産業財産広報（RPI）

第 2396 号に掲載された。 

 

日付 2016 年 12 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 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-assina-acordo-de-cooperacao-com-o-escritorio-de-pi-
do-reino-unido 

タイトル INPI が英国の知的財産庁と協力協定を結ぶ 

要約 INPI のルイス・ピメンテル長官は 12 月 7 日（水）に英国知的財産庁（UKIPO）と経

験交換、省庁間協力と審査の質の向上を目指す協力協定に署名した。 

署名式はブラジリアのブラジル商工サービス省（MDIC）で開催された UK-ブラジル

合同経済貿易委員会（JETCO）のミーティング中に行われた。 

同日、ブラジル商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジェ・デ・リマ事務

局長と米国のケネス・ハイアット貿易暫定次官と会合も行われた。 

産業財産権の分野で INPI とアメリカ合衆国特許商標庁（USPTO）間の特許審査ハイ

ウェイ（PPH）の成果について、又は審査の質の向上及び、制度の質のマネジメン

トについても話し合われた。 
 

上記ニュースは MDIC サイトでも取り上げられた。 
MDIC (http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=2155) 
MDIC (http://www.mdic.gov.br/component/content/article?id=2157)  

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-premiacao-de-design-na-italia 

タイトル INPI、イタリアのデザイン賞の表彰に出席 

要約 欧州連合知的財産庁（EUIPO）の招待を受け、工業デザイン登録課のマテウス・マ

リアニ・デ・ソウザ課長が、INPI を代表してイタリアのミランで行われた第一回デ

ザインヨーロピアン賞に出席した。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-realiza-reuniao-do-comite-de-gestao-da-pi-da-anpei 

タイトル INPI が Anpei の知的財産マネージメント委員会の会議を開催 

要約 ブラジル革新的企業研究開発協会（ANPEI）の知的財産マネージメント委員会の

2016 年最後の会議が 12 月 8 日に INPI で行われた。 

INPI のルイス・ピメンテル長官は、他の知的財産関連団体との協力関係を築くこと

により、特許審査の手続きを迅速化するなど、来年度に予定されている当庁の取り

組みを紹介した。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-epo-discutem-escopo-do-projeto-piloto-do-pph 

タイトル INPI と EPO が PPH パイロットプロジェクトの対象範囲について議論 

要約 12 月 8 日、INPI は欧州特許庁（EPO）国際協力部のイングリッド・カイホル氏を迎
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え、特許審査ハイウェイ（PPH）をモデルにした特許審査作業の共有をテストする

パイロットプロジェクト案の範囲を決めるため、会合を行なった。パイロットプロ

ジェクトは 2017 年第 2 四半期に実施される予定。 

会議では EPO のデータベースへのアクセス拡張計画や、特定分野での INPI の特許

審査官のトレーニング等についても話し合いが行われた。 

 

日付 2016 年 12 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/elaborada-pelo-ibge-pintec-2014-tem-contribuicoes-do-
inpi 

タイトル IBGE が考案した 2014 年度 Pintec に INPI が協力 

要約 ブラジル地理統計院（IBGE）は 12 月 9 日に 2014 年イノベーション調査（Pintec）

の結果を発表し、2012 年～2014 年の期間中、ブラジルにおけるイノベーション率

は安定し、政府による支援活動は強化されたというのが主な結論だった。ブラジル

産業財産庁（INPI）は、産業財産権資産の出願人の登録データを提供して調査に貢

献した。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-faz-46-anos 

タイトル INPI の創設記念日 - 12 月 11 日 

要約 12 月 11 日にブラジル産業財産庁（INPI）は創設 46 周年を迎えた 

 

日付 2016 年 12 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 Portal Segs ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.segs.com.br/demais/45339-pecas-de-bordado-file-de-alagoas-agora-contam-
com-lacre-de-autenticidade.html 

タイトル アラゴアス州の伝統手芸「フィレ刺繍」が真正認定封印タグ使用へ 

 

日付 2016 年 12 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 STJ ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%
C3%ADcias/Registro-de-marca-no-INPI-n%C3%A3o-garante-exclusividade-de-uso-do-nome-
em-site 

タイトル INPI の商標登録はサイト上のネーミング使用独占権を保証しない 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）に商標が既に登録されていても電子空間内のネーミン

グの使用権を保証することにはならず、活動分野やその他の基準も考慮する必要が
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ある。 

あるインターネットサイトの電子登録名が化粧品会社のブランド名と抵触を起こし

ているとして、登録取消が請求されていたが、連邦司法高等裁判所（STJ）の第 4

チームが、上記の見解を元に、請求棄却判決を言い渡した。判決はチームの裁判官

全員一致で下された。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/anpei-debate-o-ecossistema-de-inovacao-no-rio-de-
janeiro 

タイトル Anpei はリオデジャネイロのイノベーション・エコシステムについて議論 

要約 ブラジル革新的企業研究開発協会（ANPEI）は 12 月 13 日にリオデジャネイロの国

立総合技術研究所（INT）本部で「Conexão Rio 2016」を開催した。イベントの目標

はリオデジャネイロにおけるイノベーション・エコシステムとビジネスチャンスに

ついて議論することであった。 

 

日付 2016 年 12 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 Folha de São Paulo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www1.folha.uol.com.br/colunas/vaivem/2016/12/1840853-produtores-de-soja-
retomam-acao-contra-multinacional-dupont-pioneer.shtml 

タイトル 多国籍企業 DuPont Pioneer に対し大豆生産者が上訴 

 

日付 2016 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/sao-paulo/sao-jose-do-rio-preto-aracatuba/noticia/2016/12/policia-
apreende-calcados-com-sinais-de-falsificacao-em-lojas-de-rio-preto.html 

タイトル リオプレット市内の店で偽造の疑いにより警察が靴を押収 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-reuniao-que-discute-o-futuro-do-prosur 

タイトル INPI は Prosur の今後を話し合う会議に参加 

要約 INPI のルイス・ピメンテル長官はチリのサンティアゴ市で 12 月 15、16 日に行われ

る、南米知的財産権協力会（PROSUR）のコンソリデーションプロジェクトの運営

委員会の会議に出席する。この会議はプロジェクトの未来と、米州開発銀行

（IDB）の融資の期限延長の可能性について議論を交わす。 

その他の議論のテーマは、地域フォームの制定、形態論的検索と商標分野の製品・
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サービスの分類装置など。 

 

日付 2016 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2016/12/fiscalizacao-destroi-
mais-de-60-mil-midias-piratas-em-sorocaba.html 

タイトル ソロカバ市で押収海賊メディア 6 万枚を破壊処分 

 

日付 2016 年 12 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/confira-o-resultado-final-da-selecao-para-o-doutorado-
em-pi-e-inovacao 

タイトル 知的財産・イノベーション専攻の博士課程入試の最終結果発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の大学は、2016・17 年度の知的財産・イノベーション

専攻の博士課程入試の成績再審後、第 4 次試験の成績と、合格者の発表を行った。 

  

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-recebe-abpi-abapi-aspi-e-oab-rj 

タイトル INPI は ABPI、ABAPI、ASPI と OAB/RJ の代表者を迎える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2016 年の成果と来年の活動予定を紹介するために

12 月 19 日にブラジル知的財産協会（ABPI）のマリア・ブリット会長、ブラジル知

的財産監査官協会（ABAPI）のリカルド・ピニョ会長、サンパウロ州知的財産協会

（ASPI）のマルセコ・ネメル会長、リオ州ブラジル弁護士会（OAB/RJ）の知財と海

賊版製品対策委員会のパウロ・パレンテ会長を迎えた。 

 

日付 2016 年 12 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-adere-ao-programa-de-integridade-publica-da-cgu 

タイトル INPI、CGU の公的清廉性促進プログラムに参加を表明 

要約 INPI は 12 月 19 日に連邦監査事務局（CGU）が取り組んでいる連邦行政団体・機関

を対象とした、腐敗対策・防止を目指した内部手続の仕組みを実施するための促進

とトレーニングを企画する公的清廉性促進プログラム（Profip）への同意書に署名

した。 
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日付 2016 年 12 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 IstoE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://istoe.com.br/quadro-economico-dificulta-modernizacao-diz-presidente-do-inpi/ 

タイトル 経済情勢が当庁のサービスの近代化を妨げていると長官がコメント 

 

日付 2016 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/sp/campinas-regiao/noticia/2016/12/anvisa-encontra-fabrica-
clandestina-de-proteses-medicas-e-odontologicas.html 

タイトル Anvisa が義肢や義歯の違法工場を発見 

 

日付 2016 年 12 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/inpi-participa-de-workshop-no-japao-sobre-uso-de-
informacoes-de-patentes 

タイトル INPI が日本で開催された特許情報使用のワークショップに参加 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）は、日本特許庁（JPO）と提携により 2016 年 12 月に

「特許情報の普及と効果的活用のためのリージョナルワークショップ」を東京で開

催した。. 

当イベントにはインドネシア、マレーシア、フィリピン、タイ、ベトナム、インド

及びブラジル各国の特許庁の代表者が参加した。 

WIPO や JPO にとって、出願手続きの難しさが企業の投資を妨げる要因となってい

る。JPO の特許情報政策企画室のカワカミ・ケイ担当官によると信頼できる特許情

報は無益な出願の予防になり、新しい出願の文章作成と技術の理解の手助けともな

る。 

JPO は INPI とバルクデータの交換を行うための関係強化を望んでいる。 

 

日付 2016 年 12 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 DC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diariodocomercio.com.br/noticia.php?tit=pirataria_gera_prejuizo_elevado&id
=176508 

タイトル 海賊製品による損失は甚大 
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日付 2016 年 12 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 IstoE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://istoe.com.br/justica-apreende-videogames-vendidos-ilegalmente-no-centro-de-sao-
paulo/ 

タイトル 執行官がサンパウロ市の中央街で売られていた違法ゲーム機を押収 

 

日付 2016 年 12 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 Folha de São Paulo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2016/12/1845516-adocante-virou-centro-de-uma-
batalha-entre-indigenas-e-multinacionais.shtml 

タイトル 甘味料がインディアン部族と国際企業の間の紛争の引き金となる 

 

日付 2016 年 12 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 Portal Intelectual ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://portalintelectual.com.br/portal/2016/12/30/empresa-consegue-dano-moral-por-
falsificacao-de-marca-de-jogo-de-baralho/ 

タイトル 模倣トランプカードに対し、オリジナルメーカーが勝訴 
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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。 

 

 


