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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.3（2017 年 1月分） 

2017年 2月 8日発行 

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 Paranashop ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://paranashop.com.br/2016/12/ig-mate-sao-mateus-do-sul/ 

タイトル サン・マテウス・ド・スール産のイェルバ・マテ、初の地理的表示として認可 

 

日付 2016 年 12 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/cultura/2016/12/minc-debate-direitos-autorais-do-setor-
audiovisual 

タイトル ブラジル文化省、視聴覚分野の著作権について議論 

要約 去る 12 月 30 日、ロベルト・フレイレ文化相はブラジル映画・視聴覚作品監督協会

（DBCA）の代表者たちと会合を持ち、映画の興行収入規定ほか視聴覚分野の様々

なテーマについて議論した。また、視聴覚作品監督に対する著作物の公衆送信権の

分配についても討議された。 

 

日付 2017 年 1 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 Conjur ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2017-jan-01/pedro-moreira-protecao-cultivares-brasil-ganha-
novos-requisitos 

タイトル 栽培品種保護の出願及び審査に新手順 

 

日付 2017 年 1 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 Profarma ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.profarma.com.br/en/noticias/fila-de-registro-de-patente-tem-240-mil-
pedidos-e-demora-pode-chegar-11-anos 

タイトル 特許登録待ちの出願件数は 24 万件、登録までの期間は 11 年にも及ぶ 
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日付 2017 年 1 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 Archdaily ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.archdaily.com.br/br/802551/superior-tribunal-de-justica-reconhece-direito-
autoral-de-imagem-de-obra-arquitetonica 

タイトル 司法高等裁判所、建築物の設計デザインにかかる著作権を認める 

 

日付 2017 年 1 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 EM (Estado de Minas)新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2017/01/06/interna_politica,837549/governo
-nomeia-secretarios-e-diretores-em-cargos-nos-ministerios.shtml 

タイトル 連邦政府、省庁の局長・部長クラスを任命 

 

日付 2017 年 1 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 TRF2 のポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.trf2.jus.br/Paginas/Noticia.aspx?Item_Id=3589 

タイトル 第 2 連邦地方裁判所、商標「Hazol」を無効化する 

要約 第 2 連邦地方裁判所(TRF2)の第 1 専門班は、第一三共ブラジル社が 1999 年 10 月 25

日にブラジル産業財産庁（INPI）に登録した商標「Hazol」は Johnson & Johnson 社

が 1972 年 11 月 13 日に登録した商標「Haldol」に酷似しているとの後者の起訴を受

け、前者の登録は維持できないものとして全員一致で決定した。 

 

日付 2017 年 1 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 ミナス・ジェライス連邦大学

（UFMG）ポータルサイト 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://www.ufmg.br/online/arquivos/046320.shtml 

タイトル UFMG、特許出願件数の歴代新記録を打ち出す 

要約 ミナス・ジェライス連邦総合大学（UFMG）はイノベーションを追求して 2016 年に

91 件の特許出願をブラジル産業地財庁（INPI）に提出し、自己記録を更新した。同

総合大学の 2015 年出願件数 69 件は既に伯総合大学間では出願件数第 1 位であっ

た。 
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日付 2017 年 1 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 ウエブサイト Migalhas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI251551,21048-
Restaurante+Paris+6+nao+consegue+exclusividade+sobre+receita+de 

タイトル レストラン「Paris 6」 のデザートのレシピの独占権は認められず 

 

日付 2017 年 1 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 O Globo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/fiscalizacao-precaria-nos-portos.html 

タイトル 湾港での監督不行届きに懸念 

 

日付 2017 年 1 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 Conjur ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2017-jan-11/quem-expoe-nao-indenizado-divulgacao-imagem 

タイトル ソーシャルサイトで公開された画像に損害賠償権無し 

 

日付 2017 年 1 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-participa-da-posse-de-diretores-da-anp 

タイトル ブラジル石油天然ガス・バイオ燃料庁（ANP）の部長級就任式に INPI が出席 

要約 ルイス・ピメンテル INPI 長官は 1 月 12 日、ブラジル国家石油・天然ガス・バイオ

燃料庁（ANP）のデシオ・オドネとフェリペ・クリ両氏の新ディレクター就任式に

出席した。同式はリオデジャネイロで行われた。 

 

日付 2017 年 1 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 ブラジル上院ポータルサイト

（Agência Senado） 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/materias 
/2017/01/12/pagamento-ao-ecad-de-direito-autoral-por-hoteis-e-igrejas-sera-debatido-na-
cct 

タイトル 上院、宿泊施設や教会の著作権料支払い義務について議論 

要約 ホテル・ラブホテル・旅館及び教会などで宿泊客や信者等が施設内で聴く音楽に対

して（音楽著作権の）配布徴収集中管理団体(Ecad)に著作権料を支払う義務を上院

が検討。 
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日付 2017 年 1 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-divulga-estatisticas-relativas-a-2016/view 

タイトル INPI が 2016 年の統計を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2016 年度及び 2016 年 12 月単月の統計をまとめた

産業財産権月報を 公開した。2016 年の特許出願件数は 31,020 件、2015 年の 33,043

件に比べ、6.1％の減少だった。 

INPI の経済統計部（AECON）により編集された同月報には、国別の出願件数や近年

の主な審査判定の推移などの情報も含まれている。 

 

日付 2017 年 1 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/inpi-divulga-as-notas-da-3a-fase-e-o-resultado-final-do-
processo-seletivo-do-mestrado 

タイトル INPI 修士課程:入試の第 3 次試験の結果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション大学は、2016/2017 年

度、知的財産・イノベーションのプロフェッショナル修士課程への入試の第 3 次試

験の点数と最終結果を発表。 

 

日付 2017 年 1 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 DCI 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.dci.com.br/legislacao-e-tributos/inpi-acelera-o-tramite-para-inovacoes-que-
ajudem-em-questoes-ambientaisid599698.html 

タイトル INPI、環境問題に革新をもたらす案件の手続きを迅速化 

 

日付 2017 年 1 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 第 2 連邦地方裁判所(TRF2) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.trf2.jus.br/Paginas/Noticia.aspx?Item_Id=3599 

タイトル 第 2 連邦地方裁判所、競合社の商標との類似性を認め、ロゴマークをキャンセル 

要約 第 2 連邦地方裁判所の第 1 専門班は、2013 年に Power Security Sistemas de Segurança

社の marca mista（文字と記号が結合した商標）を登録したブラジル産業財産庁

（INPI）の決定を無効にした。判定は、2005 年に同庁に登録された Power Segurança 

e Vigilância 社の商標との類似性が認められたため。 
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日付 2017 年 1 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 ブラジル上院ポータルサイト

（Agência Senado） 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/materias 
/2017/01/12/pagamento-ao-ecad-de-direito-autoral-por-hoteis-e-igrejas-sera-debatido-na-
cct 

タイトル 宿泊施設や教会の ECAD への著作権料支払い義務について上院が議論 

要約 2012 年付けの上院法案（PLS）第 206 号は、著作権法を改正したものであり、ホテ

ル、ラブホテル、宿屋の客室などの施設内での音楽サービスは「公共の場の演奏」

に該当しないことを明確に記している。 

ホテル関係者は、ブラジル観光政策（法律第 11771/2008 号）に基づくならば、ホ

テルなどの客室は個人空間と見なされるので「公共の場の演奏」は当てはまらない

とする解釈である。 

 

日付 2017 年 1 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/inscricoes-abertas-para-curso-geral-de-propriedade-
intelectual-a-distancia-1 

タイトル 知的財産権通信講座の生徒募集開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は知的所有権機関（WIPO）と共同で提供される知的財

産権通信講座（DL 101P BR）の 2017 年第一期生の募集を開始した。 

本通信講座はオンライン、無料、所要時間 75 時間制でブラジルの法律を基に知的

財産権関連の様々なテーマを基本的に学習する。通信講座期間は 2 月 13 日から 4

月 14 日迄、学習試験は 4 月 9 日から 11 日間に行われる。 

 

日付 2017 年 1 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 EBC 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://radioagencianacional.ebc.com.br/pesquisa-e-inovacao/audio/2017-01/instituto-
nacional-da-propriedade-industrial-agiliza-registro-de 

タイトル INPI が持続可能な技術の登録を迅速化 

 

日付 2017 年 1 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 ブラジル上院ポータルサイト

（Agência Senado） 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/ 
AGROPECUARIA/522184-AGRICULTURA-REJEITA-AMPLIACAO-DE-DIREITOS-PARA-
DESENVOLVEDOR-DE-CULTIVARES-
AGRICOLAS.html?utm_campaign=boletim&utm_source=agencia&utm_medium=email 



6 

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

タイトル 農業委員会は、栽培品種の開発者の権利拡大を却下 

要約 農業・畜産・供給・農地開発委員会は栽培品種を使用した農産物販売に育成者権所

有者の承認を必要とする法案第 2325/07 号を却下した。 

栽培品種とは技術を駆使する事によって増殖時に同品種と類似する植物とは異なっ

た独自の特徴群をもった品種を指す。 

現在の栽培品種保護法（法律第 9.456/97 号）は、15 年～18 年のあいだ許可無く種

や苗を元に栽培品種を育てることを禁止している。 

 

日付 2017 年 1 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 ブラジル上院ポータルサイト

（Agência Senado） 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/ 
audios/2017/01/senado-analisa-projeto-que-estabelece-regras-para-julgamentos-de-
crimes-de-pirataria 

タイトル 上院、海賊品犯罪に対する判定基準プロジェクトを審議中 

要約 上院で審議中の法案（PLC 63/2012）は、海賊品犯罪の審判や判定の改善を目的とす

る。刑事法改正案として物品押収の手続き迅速化及び検察局や警察署長による押収

海賊品の破壊処分許可などが挙げられる。現状では判事のみがこ措置を許可でき

る。同法案は、押収品を公共の研究機関や福祉施設などへ寄付する許可も盛り込ん

でいる。 

 

日付 2017 年 1 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 O Globo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://portalintelectual.com.br/portal/2017/01/20/inpi-precisaria-para-zerar-em-um-ano-
pedidos-de-patente-de-mais-45-mil-examinadores/ 

タイトル INPI、審査待ち特許出願を 1 年でゼロにするために審査官 4,500 人の増員が必要 

 

日付 2017 年 1 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 Diario de Goias 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://diariodegoias.com.br/atualidades/37183-cerca-30-da-cirurgias-bucais-no-brasil-sao-
feitas-com-produtos-ilegais 

タイトル ブラジルにおける歯科口腔外科手術の約 3 割に不正製品が使われている 
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日付 2017 年 1 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 O Estado de São Paulo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://economia.estadao.com.br/blogs 
/coluna-do-broad/sociedade-brasileira-de-dermatologia-consegue-anular-registro-de-
concorrente/ 

タイトル ブラジル皮膚科協会、競合団体の登録を無効にする 

 

日付 2017 年 1 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 ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/ap/amapa/noticia/2017/01/meia-tonelada-de-produtos-falsificados-
sao-apreendidos-em-oiapoque-no-ap.html 

タイトル アマパ州オイアポケ市で模倣品 500 キロが押収 

 

日付 2017 年 1 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 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/ 
mercadoaberto/2017/01/1852228-estrangeiros-pedem-protecao-para-investimentos-no-
brasil.shtml 

タイトル 米国でブラジル人による特許出願件数が増加 

 

日付 2017 年 1 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/revista-da-propriedade-industrial-faz-84-anos-e-ganha-
novo-formato 

タイトル INPI の産業財産広報（RPI）がリニューアルされる 

要約 産業財産広報（RPI）は創刊 84 周年でリニューアルされた。2016 年 1 月 31 日から

同広報は、ブラジル産業財産庁（INPI）の提供サービスに従ったセクション別に分

けられる（技術契約、意匠、 原産地表示、商標、特許、コンピューターソフト、集

積回路配置等）。 

更に新しく、「告知」セクションが設けられ、その他情報を掲載する。 

 

日付 2017 年 1 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/ministro-marcos-pereira-estara-no-rj-para-dar-posse-a-
servidores-do-inpi 
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タイトル マルコス・ペレイラ相、INPI の公務員就任のためにリオに赴く 

要約 ブラジル商工サービス省（MDIC）のマルコス・ペレイラ相は 1 月 25 日にリオデジ

ャネイロ市のブラジル産業財産庁（INPI）本部で行われる、2014 年の公務員試験で

採用された 70 名の新規公務員の入庁式に出席する。今回採用されたのは研究員 30

名（特許審査官）と技術員 40 名（大半が商標審査に就く）。今回の入庁式により

2014 年度公務員募集公示の際に合格した 140 名全てが採用完了となり、同期合格

者である他の 70 人の研究員は、2016 年 6 月に、同様に大臣の出席の元、入庁式が

執り行われた。 

 

日付 2017 年 1 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-mdic-discutem-contratacao-de-concursados-e-
reforma-do-edificio-a-noite 

タイトル INPI と MDIC が公務員試験合格者の採用と A Noite ビルの改築について議論 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 25 日に、INPI の二つ

の議題に関し、ブラジル商工サービス省（MDIC）の協力を求め、マルコス・ペレ

イラ商工サービス相と会談をした。二つの議題とは 2014 年度公務員試験の補欠者

の採用の可能性と、リオデジャネイロ市の A Noite ビルの改築について。 

INPI は現在の Mayrink Veiga 通り 9 番に所在する賃貸ビルの 2 つの棟から 1 棟へ集

約することにより、2017～2020 年の間に賃貸料による支出額を 5,800 万レアル削減

可能となっている。INPI 内技術部の試算では、2017 年前半に予定される移転後、ビ

ル改築を行うために十分な節約効果が望められると予想されている。 

 

日付 2017 年 1 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 ブラジル商工サービス省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.mdic.gov.br/noticias/2275-marcos-pereira-da-posse-a-servidores-para-
agilizar-concessao-de-marcas-e-patentes-no-inpi 

タイトル マルコス・ペレイラ相が INPI で特許や標章登録の迅速化に向け職員を採用 

要約 マルコス・ペレイラ商工サービス相は 25 日に、ブラジル産業財産庁（INPI）の公務

員試験に合格した 70 名の入庁式を行った。新規職員たちは、2016 年 6 月に同相に

より任命された他の 70 名の職員と組んで特許・商標の審査を迅速化する。 

技術人員を増やすだけでなく、ペレイラ相はミシェル・テーメル大統領を説得し、

当庁の予算の縮小を解くことに成功した。これにより、2016 年度の INPI の投資予

算は 40％引き上げられた。ペレイラ相は、欧州特許庁(EPO)や世界知的所有権機関

（WIPO）、日本やフランス等との国際協力協定締結も取り上げ、INPI の今後の技術

力改善と知識交流を促すと述べた。 
 

同 内 容 の ニ ュ ー ス は Portal Brasil で も 取 り 上 げ ら れ た : 
http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2017/01/mais-70-novos-servidores-do-
inpi-tomam-posse-nesta-quarta-25 
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日付 2017 年 1 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 Revista IstoE 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://istoe.com.br/com-deficit-de-servidores-inpi-tem-estoque-de-243-mil-patentes-sem-
analise/ 

タイトル 職員不足により INPI で審査待ち特許が 24.3 万件 

 

日付 2017 年 1 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 Época 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://epoca.globo.com/saude/noticia/2017/01/brasil-nega-patente-de-medicamento-
que-previne-hiv.html 

タイトル ブラジル、HIV 予防医薬品の特許申請を却下 

 

日付 2017 年 1 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 G1 ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2017/01/conselheiro-afastado-e-condenado-
pagar-r-89-mil-por-direitos-autorais.html 

タイトル 解任された監査委員に対し、著作権料の支払い命令 

 

日付 2017 年 1 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-da 

タイトル サンタカタリーナ州連邦大学（UFSC）副学長が INPI を訪問 

要約 1 月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、サンタカタ

リナ州連邦大学（UFSC）のセバスチアン・ソアレス副学長とイノベーション普及の

総合コーディネーター、アルイジア・カドリ氏等を迎えた。 

 

日付 2017 年 1 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-mantem-crescimento-de-receita-e-fecha-2016-com-r-
357-milhoes 

タイトル INPI の 2016 年度の収入は 3 億 5,700 万レアルに達した 

要約 2016 年のブラジル産業財産庁（INPI）の収入は合計で 3 億 5,700 万レアル、2015 年

の 3 億 3,000 万レアルよりも 8％増加した。この伸びは産業財産権のサービスへの

関心が増えている事を示している。 

2016 年の当庁の収入の大きな割合は、特許（1 億 5,200 万）と商標（1 億 4,100
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万）関連のサービスが占めていた。特許関連の収入は 2015 年に比べ 5％上昇し、

標章関連の場合は同期に 6％の上昇を記録。 

 

日付 2017 年 1 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 ブラジル政府ポータサイトル ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www2.planalto.gov.br/acompanhe-planalto/noticias/2017/01/governo-acelera-
negociacoes-entre-mercosul-e-uniao-europeia 

タイトル 政府がメルコスールと EU の交渉を加速化へ 

要約 2017 年 1 月 17 日～20 日にスイスのダボスで行われた世界経済フォーラムは、ブラ

ジルにとって、メルコスール（南米共同市場）と EU（欧州連合）の貿易圏同士の

交渉を進展させるための機会となった。ブラジル商工サービス省（MDIC）のマル

コス・ペレイラ相によると、両ブロックは今までの交渉の成果及び新規ビジネスの

可能性に前向きであると述べた。 

交渉目標として輸入関税の引き下げ、サービスにかかる貿易バリアーの撤回、政府

調達にかかる規制改良、通関手続き、貿易の技術バリアー及び知的財産の保護等が

挙げられる。 

 

日付 2017 年 1 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 http://www.inpi.gov.br/noticias/mdic-aprova-novo-regimento-interno-do-inpi 

タイトル MDIC が INPI の新しい内規を承認 

要約 2017 年 1 月 27 日のブラジル商工サービス省（MDIC）辞令第 11 号によって、ブラ

ジル産業財産庁（INPI）の新しい内部規定がマルコス・ペレイラ相により認証さ

れ、1 月 30 日付の官報（DOU）に掲載された。 

 

日付 2017 年 1 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 Jornal O Liberal 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://liberal.com.br/esporte/futebol/macedo-perde-acao-contra-o-sao-paulo-por-uso-de-
imagem-518961/ 

タイトル サンパウロ･サッカークラブに対した肖像権にかかる起訴、サッカー選手が敗訴 

 

日付 2017 年 1 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 第 2 連邦地方裁判所(TRF2) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.trf2.jus.br/Paginas/Noticia.aspx?Item_Id=3626 

タイトル TRF2 が商標登録「Amil Farma」を無効に 

要約 第 2 連邦地方裁判所(TRF2)の第 1 専門班は全員一致で、Via Bilite Comercial 社がブラ

ジル産業財産庁（INPI）に登録出願した商標の「Amil Farma」を無効にし、使用停
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止を決定した。 

TRF2 の見解では、被告の Via Bilite Comercial 社は商標「Amil Farma」の登録を出願

した際に医療保険分野で数 10 件の登録を持つ著名な商標「Amil」の存在を知って

いたと判断した。 

 

日付 2017 年 1 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 ヴァロル・エコノミコ誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes/clipping-de-pi/direito-autoral/iss-sobre-
streaming-e-downloads/5623 

タイトル ストリーミングやダウンロードに対するサービス税（ISS） 
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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。 

 

 

 


