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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.4（2017 年 2月分） 

2017 年 3月 8日発行 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-discute-propriedade-industrial-com-escritorios-do-
mercosul 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）がメルコスール（南米共同市場）加盟国の知財庁と産

業財産権について議論 

要約 メルコスール加盟各国の知財庁は 2 月 1 日、アルゼンチンのブエノス・アイレス市

で、国際交渉に関連する知的財産権分野の提案を議論し、各国間の技術協力につい

て話し合った。 

その会合には、ブラジル INPI のルイス・ピメンテル長官、アルゼンチン INPI のダ

マソ・パルド長官、パラグアイ国家知的財産部のパトリシア・エリザベス・スタン

リー・サルザ長官及びウルグアイ国家知的財産部のニラ・マリアネラ・デロル・ペ

ドロゾ長官が参加した。 

 

日付 2017 年 2 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 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/stj-mantem-nulidade-de-registro-de-marca-
id603482.html 

タイトル 司法高等裁判所（STJ）が商標登録の無効判決を維持 

 

日付 2017 年 2 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 do Litoral 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diariodolitoral.com.br/policia/policia-apreende-bebida-falsificada-que-era-
vendida-para-ambulantes-em/95118/ 

タイトル サンパウロ州サントス市の露天商相手に売られていた偽造酒を警察が押収 
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日付 2017 年 2 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 Consultor Juridico 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-fev-02/empresas-terao-pagar-indenizacao-pratica-
anticoncorrencial 

タイトル 反競争的行為により Psychemedics 社と Omega Brasil 社が損害賠償責任 

 

日付 2017 年 2 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 O Correio News 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://ocorreionews.com.br/portal/2017/02/02/policia-fecha-maior-fabrica-de-
agrotoxicos-falsificados-do-pais/ 

タイトル ブラジル最大規模の農薬偽造工場を警察が摘発 

 

日付 2017 年 2 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 Valor Economico 新聞 ※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/direito-de-
imagem/5648 

タイトル ブラジル下院で肖像権に関する法案が審議入り 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/unidade-regional/uspto-visita-sedir-pe 

タイトル 米国特許商標庁（USPTO）がペルナンブコ州を訪問 

要約 米国特許商標庁（USPTO）のブラジル担当者ラウラ・ハンメル氏は 2 月 2 日にペル

ナンブコ州地域普及課（SEDIR/PE）を訪問。ハンメル氏は地域普及課の活動を視察

したほか、同課が所在するペルナンブコ連邦大学の施設及びコンピューターセンタ

ーも視察した。 
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日付 2017 年 2 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 MDIC ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.mdic.gov.br/noticias/2290-em-inauguracao-de-usina-em-sp-marcos-pereira-
diz-que-brasil-nao-pode-mais-perder-capital-intelectual 

タイトル 商工サービス大臣が知的資産損失の歯止めの必要性に言及 

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 2 月 3 日、ブラジル

の知的資産損失をくい止める必要性に言及し、商標・特許出願審査の迅速化は政府

にとって優先事項であると言明。 

「ブラジル産業財産庁（INPI）へ特許出願中の企業にとって、ビジネスを進めてい

くためにも出願登録は必要不可欠である。ブラジルは他国に知的財産を失い続ける

わけに行かない」と断言した。 

更に大臣は EU、フランス、日本及び世界知的所有権機関（WIPO）等と知財に関す

る重要な協定に署名したことを発表した。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/segunda-edicao-do-manual-de-marcas-atualiza-
procedimentos-de-exame 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）商標マニュアルの第 2 版で検査手順の情報を更新 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、登録検査に関する新しい手順や規則を盛り込んだ

商標マニュアルの第 2 版を 2 月 7 日に公表。最新版は、手続き審査の安定性の強化

とユーザーに対して審査官の判断基準をクリアにすることを図って作成された。 

新しい内容として証明商標の正当な出願人になるための必要資格等を紹介してい

る。 

 

日付 2017 年 2 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 G1 ニュースポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2017/02/centenas-de-celulares-falsificados-
sao-apreendidos-em-florianopolis.html 

タイトル サンタカタリーナ州州都フロリアノポリスで数百台の偽造携帯電話を押収 
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日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/unidade-regional/inpi-participa-do-encontro-do-premio-valor-
inovacao-brasil-2017 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）サンパウロ支部が「Valor Inovação」賞準備会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）サンパウロ支部官民機関関係コーディネーターのマウ

ロ・カタリノ氏は 2 月 2 日、サンパウロの革新的企業研究開発協会（ANPEI）の講

堂で開かれた 2017 年度 Valor Inovação Brasil 賞の準備会議に参加した。今回の会議

目的は国の革新的企業を表彰する同賞について広報することとトップランキング企

業の選出基準を発表する事だった。2016 年の Valor Inovação 賞に輝いたのは

Embraer 社（航空機メーカー）、Whirpool 社（家電メーカー）、Natura 社（化粧品

メーカー）及び 3M 社が選ばれた。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/comunicados/robos-de-busca-tem-bloqueio-dinamico 

タイトル 検索ロボットに対しダイナミック・ブロックを採用 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のデータベースに検索ロボットを使用してアクセス・

検索すれば、ダイナミック・ブロックに引っかかると当庁は警告した。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/comunicados/agenda-de-manutencao-do-portal-do-inpi 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）のポータルサイトのメンテナンス日程 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は今年のポータルサイトのメンテナンス期間の日程を

公開した。メンテナンス日には金曜 20 時から日曜 20 時までの間、アクセス不可と

なる。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/comunicados/11a-edicao-da-classificacao-de-nice-esta-em-vigor 

タイトル 商品及びサービスの国際分類に関するニース協定第 11 版の使用が可能になる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の商標意匠地理的表示部は、商標登録電子出願システ

ムの調整を終え、2017 年 2 月 17 日よりニース分類第 11 版（NCL（2017））の使用

ができるようになったと発表。ユーザーは更新された分類リスト及び情報解説等を

INPI ポータルサイトで閲覧できる。 
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日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/pedidos-de-propriedade-industrial-caem-em-janeiro 

タイトル 意匠及び商標の登録出願件数が 1 月に上昇 

要約 2017 年 1 月にブラジル産業財産庁（INPI）へ寄せられた意匠・商標の出願件数は前

年同月比でそれぞれ 29.1%及び 10%の成長がみられたが、コンピューターソフト・

技術契約および特許に係る出願件数は逆に 41.7%、17.3%、 3.6%後退した。 

2017 年 1 月には特許権 356 件が取得され、商標 11,047 件、意匠 264 件、コンピュ

ーターソフト 165 件及び技術契約 106 件が登録された。国内外出願の内訳及び推移

は INPI の経済補佐部により編集された 産業財産権月報に掲載されている。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-recebe-dirigentes-da-abifina-para-tratar-do-art-229-c-
da-lpi 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、ブラジルファインケミカル・バイオテクノロジー・

特産品産業協会（Abifina）の幹部と会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 2 月 7 日、ブラジルファ

インケミカル・バイオテクノロジー・特産品産業協会（Abifina）の代表者達を迎え

た。本会合で 1996 年 5 月 14 日に制定された法律第 9279 号について意見交換がさ

れた。同法は新薬剤品や製薬プロセスの特許出願の際にブラジル国家衛生監督庁

（Anvisa）の事前承諾の必要性等について定める。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-discute-cooperacao-com-a-abdi 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、ブラジルの工業開発庁（ABDI）との協力を検討 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 2 月 8 日、工業開発庁

（ABDI）を訪問し、両庁間の協力強化ならびに INPI の改善に向けた支援について討

議した。ABDI からの支援が実現すればジェトゥリオ・ヴァルガス財団（FGV）が

INPI の諸手続き改善を提案した調査を実施する。 

 

日付 2017 年 2 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 Migalhas ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI253499,21048-
Transmissao+de+musica+na+internet+e+execucao+publica+e+gera+direito 

タイトル インターネットの音楽配信は公共の場の演奏と同等であると司法高等裁判所

（STJ）が判定 
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日付 2017 年 2 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 Migalhas ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI253412,51045-
Google+nao+pode+ser+responsabilizado+por+fotos+intimas+publicadas+por 

タイトル 第三者によって掲載された親密な画像に関して Google 社に責任は無いとゴイアス

州高等裁判所が判定 

 

日付 2017 年 2 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 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/inpitentaaumentar-sua-eficiencia-e-reduzir-
estoques,-mesmo-sem-pessoal-id605254.html 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）は人員不足の苦境にあっても効率を上げ、特許出願ス

トックの減少に努力 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/emenda-de-trips-permite-licenca-compulsoria-para-
exportar-medicamentos 

タイトル 貿易に係る知的財産権協定（TRIPs）の改正、医療品輸出の強制的ライセンスを認可 

要約 世界貿易機関（WTO）は今後、低コストのジェネリック医薬品の輸出に関し、相手

国にその薬の製造能力は無くとも対応必要な需要があると判断された場合、その国

に向けて生産・輸出を認可する強制的ライセンスが有効となると発表した。 

これは 2017 年 1 月 23 日発効の貿易に係る知的財産権協定（TRIPs）の改正であ

る。 

 

日付 2017 年 2 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 O Tempo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.otempo.com.br/capa 
/economia/em-2016-boletos-falsos-cresceram-427-no-inpi-1.1433863 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）名義の偽支払請求書が 2016 年に 427％増加 
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日付 2017 年 2 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 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/2017/02/1857542-fiocruz-tenta-
barrar-patente-de-farmaceutica-norte-americana.shtml 

タイトル オズワルド・クルス財団（Fiocruz）、米製薬会社の特許権阻止の意向 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/ompi-e-inpi-realizam-curso-de-marcas-para-escritorios-
de-pi-da-africa 

タイトル 世界知的所有権機関（WIPO）とブラジル産業財産庁（INPI）、アフリカ大陸の各国

知財庁向けに商標審査講座を主催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2 月 13 日リオデジャネイロ市に於いて世界知的所有

権機関（WIPO）との共催による「ポルトガル語圏アフリカ諸国の審査官を対象と

した商標審査の地域育成講座」を開催した。 

育成講座の日程は 1 週間でブラジルの商標システムや登録基準の紹介などもカリキ

ュラムに盛り込まれた。アンゴラ、カーボ・ヴェルデ、ギニア・ビサウ、モザンビ

ーク、サントメ・プリンシペ各国の審査官が受講した。 

 

日付 2017 年 2 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 UFRGS 大学ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ufrgs.br/ufrgs/noticias/equipe-da-ufrgs-e-finalista-em-competicao-de-
propriedade-intelectual-em-oxford 

タイトル リオ・グランデ・ド・スール連邦大学（UFRGS）のチームがオックスフォードの知

財コンペの決勝に残る 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-e-policia-federal-acertam-parceria-para-combater-
fraude-na-area-de-propriedade-industrial 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）及びブラジル連邦警察、知的財産詐欺対策への提携 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）及びブラジル連邦警察（PF）は 偽支払い請求対策に

向けた提携を結ぶ目的で 2 月 15 日首都ブラジリアで ルイス・ピメンテル INPI 長

官とファブリシオ・ケルベル連邦警察室長が会談した。 

INPI は 2016 年に 496 件もの不正請求書受け取りの通告を受けた。2017 年の 1 月・

2 月には既に 50 件の通告を受けている。 
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日付 2017 年 2 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 FAPESP ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agencia.fapesp.br/programa_de_apoio_a_propriedade_intelectual_tem_novas_chama
das/24769/ 

タ イ ト

ル 

サンパウロ州立研究調査支援財団（FAPESP）、知的財産支援プログラム（PAPI）への

応募受付開始 

要約 サンパウロ州立研究調査支援財団（FAPESP）は、知的財産支援プログラム（PAPI）に

かかる研修部門及び機関支援部門への案件受付を開始した。研修部門では海外での研

修にかかる費用を融資する。機関支援部門ではサンパウロ州内の高等教育機関の知的

財産登録及びライセンス付与に対して支援する。 

 

日付 2017 年 2 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 Capital do Pantanal ポータルサイ

ト 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www.capitaldopantanal.com.br/geral/ifms-registra-primeiro-deposito-de-
patente/521669/ 

タイトル 南マト･グロッソ州連邦大学院（IFMS）、初の特許出願 

 

日付 2017 年 2 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 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-fev-16/escola-samba-sp-proibida-usar-xilogravuras 

タイトル カーニバルイベントでサンバチーム、木版画の使用禁止 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-se-reune-com-aspi-em-sao-paulo-para-discutir-
cooperacao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、サンパウロ州知的財産協会（ASPI）と会談 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 2 月 16 日、サンパウロ州

知的財産協会（ASPI）のマルセロ・レメル会長と INPI サンパウロ支部で会談した。 

両機関は①2017 年の通年事業で特にサンパウロでの共同協力について、②3 月 29

～31 日に ASPI がサンパウロで主催する「知的財産国際会議」への協力について会

談した。同国際会議のテーマは「バーチャル環境での知的財産」である。 
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日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/comunicados/acesse-dissertacoes-e-tese-da-academia-do-inpi 

タイトル INPI アカデミーが所有する諸論文へのアクセスが可能 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）図書室では INPI アカデミーの知的財産・イノベーショ

ン修士・博士両課程の論文についての閲覧ができるようになった。 

 

日付 2017 年 2 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 Valor 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/legislacao/4872612/unilever-perde-disputa-com-inpi 

タイトル Unilever 社、ブラジル産業財産庁（INPI）に敗訴 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/gestao-de-marcas-em-pequenas-empresas-foi-tema-do-
pi-em-questao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）が開催するイベントのテーマは小企業における商標管

理 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーは 2 月 17 日、恒例イベントの「知的財産に

ついて」を開催。今回のテーマは「小規模企業における商標管理戦略」。 

本年、このイベント内容は 2 月 13・17 日にリオデジャネイロ市で開催された世界

知的所有権機関（WIPO）及びブラジル産業財産庁（INPI）共催の「ポルトガル語圏

アフリカ諸国の審査官を対象にした商標審査の地域育成講座」にも盛り込まれた。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/prosur-discute-implantacao-do-pph 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、南米知的財産庁間協力プロジェクト（PROSUR）加盟

知財庁と特許審査ハイウェイ（PPH）の導入について議論 

要約 ジュリオ・モレイラ特許部長率いるブラジル産業財産庁（INPI）の職員等は、南米

知的財産庁間協力プロジェクト（PROSUR）の運営委員会会員と特許審査ハイウェ

イ（PPH）の形式を議論するために 2 月から 3 月にかけて南米を巡る。 

本テーマについてチリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ペルーとパラグアイ各国の知

財庁と議論が行われた。3 月にはコロンビアとエクアドルの知財庁と会談する予定

である。 
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日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-participa-de-reuniao-com-os-brics-sobre-cooperacao-
em-pi 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、BRICS 加盟国と知財協力をテーマに会談 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の国際関係調整部は 2 月 22・23 日、インドのナーグプ

ル市で開催され、ブラジル、ロシア、インド、中国と南アフリカの知財分野の協力

関係を拡大することを目標とする「IP BRICS」の会合に参加した。その機会にブラ

ジルは以下の 2 プロジェクトを紹介した。1 つは伝統的知識の分類法の作成、もう

１つはグループ内のある国が特許出願を再分類した場合他の参加国もそれを利用で

きるメカニズムの導入、であった。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-ira-participar-de-reuniao-sobre-qualidade-no-pct-em-
marco 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、特許協力条約（PCT）の質の改善に係る会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 28～30 日にメキシコシティで開催される「第 5

回 PCT 受理官庁において質及びグッドプラクティス会合」に参加する。 

本イベントは世界知的所有権機関（WIPO）とメキシコ産業財産庁（IMPI）の協力に

よって開催される。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/com-mais-40-vagas-segunda-fase-do-trabalho-remoto-
comeca-em-breve 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、在宅勤務の枠を拡大する 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が進める在宅勤務（テレワーク）プロジェクトの第 2

弾では、即座に勤務できる職員 43 名と補欠職員 39 名を受け付ける。補欠職員を雇

うためには IT インフラの確保及びブラジル商工サービス省（MDIC）の新たな許可

が必要となる。在宅勤務の第 2 弾は 2017 年 5 月から開始予定。 
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日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/comunicados/fase-nacional-do-pct 

タイトル 特許協力条約（PCT）の権利譲渡書類に関する新規条例が議決 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は特許協力条約（PCT）に基づく権利譲渡書類の引き受

け手順に関する新しい条例が 2 月 21 日に承認されたと報告した。 

新規の採用手順によれば、優先権譲渡証書の提出期限は今後国際出願の期限に制限

されなくなる。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/chamadas-do-cnpq-promovem-busca-patentaria 

タイトル 科学技術開発国家審議会（CNPq）の公示、特許検索が可能になる 

要約 科学技術開発国家審議会（CNPq）の公示に新規で「知財データベースの検索」ツー

ルが追加される。このイニシアティブは技術イノベーションの促進と無駄な経費削

減を目的とする。新規ツールで研究者たちは提出論文のベースとなった諸プロジェ

クトを示し、さらに当該研究に最も近い内容の特許出願及び特許取得を記述しなけ

ればならない。 

 

日付 2017 年 2 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 INPI ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/reuniao-discute-pi-no-acordo-mercosul-uniao-europeia 

タイトル メルコスール（南米共同市場）、・EU との協定に関する会合で知財も討議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 2 月 20～23 日にアルゼンチン首都ブエノスアイレス

でメルコスール（南米共同市場）の代表者と討議した。参加国はアルゼンチン、ブ

ラジル、パラグアイ、ウルグアイの４ヶ国で議題は現在交渉中のメルコスール・EU

間の貿易協定内の知財部分に関する案件について。 

 

日付 2017 年 2 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 Cruzeiro 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jornalcruzeiro.com.br/materia/767474/policia-apreende-21-mil-garrafas-de-
bebidas 

タイトル 民事警察、サンパウロ州ソロカバ市でアルコール酒類 2100 本押収 
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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。 

 

 

 

 


