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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.5（2017 年 3月分） 

 

2017年 4月 17 日発行 

 

日付 2017 年 3 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 Tempo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.otempo.com.br/capa/ 
economia/empresas-pegam-carona-em-marcas-famosas-do-mercado-1.1440591 

タイトル Procuradoria de Registros 社が管理する人気商標の無断コピー件数は月間約 10 件 

 

日付 2017 年 3 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 パラナ通信社 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=92846&tit=Tecpar-auxilia-
inventores-e-empresas-em-processo-de-pedido-de-patente&ordem=1000 

タイトル パラナ州技術研究所（Tecpar）、パラナ州発明者及び企業の特許出願を支援 

要約 パラナ州の発明者やクリエーターは、新製品や革新的な生産プロセスの特許出願を

する際にはパラナ州技術研究所（Tecpar）の支援を受けられる。Tecpar は産業財産

権の取得に必要な先行技術の調査・分析等を提供する。 

 

日付 2017 年 3 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 Valor 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/legislacao/4883450/nestle-perde-exclusividade-sobre-capsula-
de-cafe-no-tj-sp 

タイトル ネスレ社、サンパウロ州高等裁判所（TJ-SP）の判決でカプセルコーヒーの独占権を

失う 
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日付 2017 年 3 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 Época 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://epoca.globo.com/politica/expresso 
/noticia/2017/03/deputado-do-parana-assume-frente-parlamentar-em-defesa-da-
propriedade-intelectual.html 

タイトル パラナ州連邦議員、知的財産権の保護を目指す超党派議員連盟代表に任命 

 

日付 2017 年 3 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 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/empresas/4885298/ameaca-do-streaming-pirata-ronda-tv-paga 

タイトル 有料テレビの違法ストリーミング配信が増加 

 

日付 2017 年 3 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 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/grupo-de-trabalho-analisara-cerca-de-50-mil-recursos-
contra-indeferimentos-de-marca 

タイトル INPI、商標の登録拒否で再審査待ちの約 5 万件に対して審査の迅速化を図るワーキ

ング・グループを結成 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は商標の登録拒否で再審査待ちの約 5 万件に対して審

査技術指導書を作成するワーキング・グループを結成した。 

このワーキング・グループを活用して INPI は第 2 審で停滞している審査件数の減少

を図るつもりであり、活動期間は 2017 年 3 月 6 日～12 月 31 日まで。 

 

日付 2017 年 3 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 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/sao-paulo/sorocaba-jundiai/noticia/2017/03/centenas-de-produtos-
falsificados-sao-apreendidos-no-centro-de-sorocaba.html 

タイトル サンパウロ州ソロカバ市の中央街で数百点に及ぶ模倣品を押収 
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日付 2017 年 3 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 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/chefes-de-unidades-regionais-do-inpi-discutem-plano-de-
acao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）の支部長ら、アクションプランについて討議 

要約 3 月 6 日、リオデジャネイロ市でブラジル産業財産庁（INPI）支部の報告会が開催

された。ルイス・ピメンテル INPI 長官は各州の経済状況及びイノベーション知的財

産権への取り組み等を述べ、国のイノベーションシステムの中での INPI の重要性を

強調した。 

 

日付 2017 年 3 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 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/PI/99,MI254918,81042-Streaming+e+execucao+publica 

タイトル 司法高等裁判所（STJ）の見解では、ストリーミング配信は公共の場での演奏と同

等 

 

日付 2017 年 3 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 Correio da Bahia 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.correio24horas.com.br/detalhe/salvador/noticia/receita-apreende-r-5-
milhoes-em-produtos-nao-declarados-no-porto-de-
salvador/?cHash=dc3312fbcd1f8a4fe3c893f518c352b4 

タイトル 国税局、サルバドル港で 500 万レアルに相当する関税未申告製品を押収 

 

日付 2017 年 3 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 IDG Now 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://idgnow.com.br/internet/2017/03/07/congresso-lanca-frente-parlamentar-de-
defesa-da-propriedade-intelectual/ 

タイトル ブラジル国会、知的財産の保護に向けた超党派連盟を設立 
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日付 2017 年 3 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-participa-de-lancamento-de-acoes-do-mdic-para-
apoio-a-exportacao-em-2017 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、ブラジル商工サービス省（MDIC）の 2017 年輸出支

援活動発表会に参加 

要約 「輸出マインド国家プラン（PNCE）」の実行委員会は 3 月 8 日、ブラジリアで

2016 年の成果及び 2017 年の計画発表を行った。ブラジル商工サービス省のマルコ

ス・ペレイラ大臣が開会の挨拶をし、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメ

ンテル長官も参加した。（当該ニュースは MDIC ポータルサイトにも掲載された） 

 

日付 2017 年 3 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/programas-para-acelerar-patentes-aceitam-novos-pedidos 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、新規の特許早期審査出願の受け付け 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許の早期審査パイロットプログラム「Patentes 

MPE（零細小企業特許）」及び「Prioridade BR（ブラジル・プライオリティー）」

を更新した。前者は零細小企業が対象であり、後者はブラジルでの出願が他国に先

行した場合に対応するプログラムである。目新しさとしては出願は全て INPI サイト

上のオンライン・システムで申告されるようになったこと。 

 

日付 2017 年 3 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 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/seminario-em-sao-paulo-discute-cooperacao-em-pi-entre-
brasil-e-japao 

タイトル サンパウロで開催されたセミナーで日伯間の知財協力関係について討議 

要約 3 月 16 日、サンパウロ市で日伯間の知財協力に関するセミナーが開催される。同

セミナーでは両国間のビジネス・パートナーシップを促進するための知的財産にか

かるについて討議される。 

開会の挨拶はジェトロ（JETRO）サンパウロ事務所の大久保敦所長が行い、引き続

き日本国特許庁（JPO）の小宮義則長官、ブラジル商工サービス省（MDIC）のマル

コス・ジョルジェ事務局長及びルイス・オタビオ・ピメンテル INPI 長官が貴賓挨拶

をする。また、ホンダ代表者による「ブラジルにおける製品開発及び知財活動」、

JPO の国際協力課・ 三浦和幸課長による「PPH の概要」に関する講演が予定され

る。最後に JETRO サンパウロ事務所の 知的財産権部長の岡本正紀氏が閉会の挨拶を

述 べ る 。 （ 上 記 ニ ュ ー ス は MDIC ポ ー タ ル サ イ ト 上 で も 公 開 ：
http://www.mdic.gov.br/noticias/2351-seminario-em-sao-paulo-discute-cooperacao-em-

pi-entre-brasil-e-japao） 
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日付 2017 年 3 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 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/inpi-define-norma-para-pedido-de-devolucao-de-
prazo 

タイトル INPI、期限延期申請にかかる規定を改める  

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は決議第 178 号（2017 年 1 月 27 日）によってユーザ

ーが INPI に要求された書類等を絶対的な理由で期限内に提出できなかった場合の期

限延期申請について改正した。同決議はどういう状況が絶対的な理由とされるかも

定めている。また、INPI に起因する問題（例えば電子申請システムの技術的なトラ

ブルによるシステムアウト）も妥当な理由とされる。 

 

日付 2017 年 3 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/inpi-participa-da-primeira-reuniao-do-mdic-para-
monitorar-acoes-de-simplificacao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、ブラジル商工サービス省（MDIC）の第 1 回事務事業

簡易化アクションのモニタリング・ミーティングに参加 

要約 ブラジル商工サービス省（MDIC）のマルコス・デ・リマ事務局長の下、商工省の

各局の代表者達は 3 月 10 日に集まり、事務事業簡易化対応策の進捗評価及び議論

を行った。ルイス・ピメンテル長官は本会合にブラジル産業財産庁（INPI）を代表

して参加した。 

 

日付 2017 年 3 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 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/goias/noticia/2017/03/preso-empresario-suspeito-de-lucrar-r-200-
mil-com-produtos-falsificados.html 

タイトル 模倣品販売で 20 万レアルの不正収入容疑で事業家を逮捕 

 

日付 2017 年 3 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 OESP 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://economia.estadao.com.br/noticias/releases-ae,policia-federal-e-inpi-se-unem-
contra-fraudes-a-depositantes-de-marcas-e-patentes,70001694781 

タイトル 連邦警察とブラジル産業財産庁（INPI）、特許・商標登録出願人に対する詐欺行為

対策に協力 
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日付 2017 年 3 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 180 Graus ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://180graus.com/na-politica/projeto-de-lei-relacionado-a-pirataria-e-outros-
destaques-da-pauta-do-plenario 

タイトル 下院で海賊版製品関連法案を議論 

 

日付 2017 年 3 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 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/sp/campinas-regiao/concursos-e-emprego/noticia/2017/03/unicamp-
disponibiliza-51-patentes-para-desafio-de-inovacao-tecnologica.html 

タイトル カンピーナス大学（Unicamp）、起業コンペ「技術イノベーションへの挑戦」に所

有特許 51 件を特別提供 

 

日付 2017 年 3 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 Agencia CTI ポータルサイト ※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=10325:pr
opriedade-intelectual-e-tema-de-seminario-internacional-em-sao-
paulo&catid=144:noticias 

タイトル 知的財産をテーマに日伯間国際セミナーが開催  

 

日付 2017 年 3 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 TRF2 ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www10.trf2.jus.br/portal/trf2-confirma-registro-de-marca-do-ramo-de-tintas/ 

タイトル 第 2 連邦地方裁判所(TRF2)が塗料分野の商標登録を認定 

 

日付 2017 年 3 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-participa-de-seminario-para-fortalecer-dialogo-entre-
setores-publico-e-privado 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、官民連携を深めるためのセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、3 月 15 日にブラジリア

で行われた「Brasscom 公共政策＆ビジネス関連セミナー」に参加した。当イベント

は公共政策に対する官民連携に向けた対話の強化及び特に情報・通信技術に着眼し

た技術の傾向等について議論した。 
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日付 2017 年 3 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/em-reuniao-no-planejamento-convocacao-de-aprovados-
em-concurso-avanca 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、公務員試験補欠合格者の採用に関してブラジル企画

開発運営省（MP）と会合 

要約 3 月 15 日にブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、ブラジル企

画開発運営省（MP）人事局のアウグスト・チバ氏と会談した。INPI の生産性向上

にとって重要施策の一つとして、公務員試験の補欠合格者の採用案が議論された。 

 

日付 2017 年 3 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-anvisa-definem-criterios-para-procedimento-de-
anuencia-previa 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）及びブラジル国家衛生監督庁（Anvisa）、事前承諾へ

の基準を制定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル国家衛生監督庁（Anvisa）は、医薬品及び

薬剤プロセスの特許出願審査の際に両機関が実施すべき手続きの調整を行った。 

Anvisa は事前承諾を継続するが、医薬品のリスク及び公衆衛生への問題等に限定し

た分析を行う。INPI は特許登録にかかる必要条件等を評価する。 

 

日付 2017 年 3 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 EBC ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-03/projeto-aprovado-pelo-senado-
permite-fechar-farmacia-que-vende-produto-pirata 

タイトル 上院、模倣品販売の薬局を無期営業停止処分とする法案を議決 
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日付 2017 年 3 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 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/seminario-discute-cooperacao-entre-brasil-e-japao-em-pi 

タイトル 日伯間知財協力関係をセミナーで議論 

要約 サンパウロ市で 3 月 16 日に開催された日伯間の知財協力に関するセミナーで両国

間の特許審査ハイウェイ（PPH）パイロットプロジェクトの署名式が行われた。 

JETRO サンパウロ事務所の大久保敦所長がイベント開会挨拶を行ない、続いて日本

国特許庁（JPO）の小宮義則長官、ブラジル商工サービス省（MDIC）イノベーショ

ン・新ビジネス局のイゴル・ナザレ代理局長ならびにルイス・オタビオ・ピメンテ

ル INPI 長官による貴賓挨拶が行われた。 

セミナー開始前に INPI 及び JPO の代表者たちは特許審査管理及び質のグッドプラク

ティスほか両機関の協力関係の拡大等を議論した。 
 

（上記ニュースは MDIC ポータルサイトでも取り上げられた： 
http://www.mdic.gov.br/noticias/2368-inpi-e-jpo-assinam-acordo-para-realizar-pph-piloto-

entre-brasil-e-japao） 

 

日付 2017 年 3 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 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-jpo-assinam-acordo-para-realizar-pph-piloto-entre-
os-dois-paises 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）と日本特許庁（JPO）、日伯 PPH パイロットプロジェ

クト合意書に署名 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官と日本特許庁（JPO）の小宮

義則長官は 3 月 16 日、両国間の特許審査ハイウェイ（PPH）のパイロットプロジェ

クトにかかる合意書に署名した。署名式は、サンパウロ市で行われた日伯知財協力

関係セミナーの中で行われた。 

ブラジルはすでに米国と PPH パイロットプロジェクトを 2016 年 1 月 11 日に開始し

ている。同時に、欧州特許庁（EPO）及び南米知的財産権協力会（PROSUR）加盟国

との間でもパイロット PPH 制度導入における協議が検討されている。 

 

日付 2017 年 3 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 Ambito Juridico ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=&id_noticia=148235 

タイトル TV 番組の中継関連会社、番組の再放送にかかる著作権を支払う義務有り 
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日付 2017 年 3 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/receita-do-inpi-cresce-7-no-primeiro-bimestre-de-2017 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、2017 年 1 月～2 月間の収入が前年同期比 7％上昇 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は今年の 1 月～2 月間に前年同期比 7％増となる 5770

万レアルを徴収した。2017 年の国家年間予算法による INPI への予算額は 9070 万レ

アルとなっており、運営に不十分な金額とされる。 

 

日付 2017 年 3 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/presidente-temer-destaca-importancia-de-agilizar-exame-
de-patentes 

タイトル テーメル大統領が迅速な特許出願手続きの重要さを訴える 

要約 ミシェル・テーメル大統領は 3 月 17 日、サンパウロ市で行われた「イノベーショ

ンに向けた企業の動員（MEI）」の委員会会議で 迅速な特許出願手続きの必要性

を説き、そのために既に 140 名の公務員を INPI で採用したと話した。 

ブラジル全国工業連盟（CNI）のロブソン・アンドラデ会長は、日本及び米国との

特許審査ハイウェイ（PPH）パイロットプロジェクトの署名等を挙げ、現政権の施

策を強調した。 

 

日付 2017 年 3 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-abre-consulta-publica-sobre-diretrizes-de-exame-de-
pedidos-de-patente-na-area-quimica 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、化学分野の特許審査方針について公聴活動開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は化学分野の特許審査方針についての公聴活動を開始

し、公示は 3 月 17 日付の連邦官報（DOU）に掲載された。公聴期間は 3/17 より 60

日間。関心ある人は以下のメールアドレスに提案を送るよう呼びかけている。
saesp@inpi.gov.br. 

 

日付 2017 年 3 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 Protec ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.protec.org.br/noticias/pagina/35458/Brasil-e-Portugal-aumentam-pedidos-de-
patentes-em-2016 

タイトル ブラジルとポルトガル、特許出願件数は 2016 年に増加 
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日付 2017 年 3 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 Campo Grande News 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.campograndenews.com.br/cidades/capital/suspeito-de-vender-
equipamentos-falsificados-e-detido-pela-policia 

タイトル 模倣機材を販売していた疑いでマット・グロッソ・ド・スル州で男性を逮捕 

 

日付 2017 年 3 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 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/instituto-integra-negociacoes-entre-mercosul-e-uniao-
europeia 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、メルコスール（南米共同市場）と UE（欧州連合）の

交渉に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 20 日の週、UE・メルコスール（南米共同市

場）間の自由貿易協定を結ぶための第 27 回 2 地域間交渉委員会（CNB）の集まり

に参加する。本会合は 3 月 20～24 日にアルゼンチン、ブエノスアイレス市で開催

される。産業財産権はが議題の一つである。INPI 代表としてルイス・ピメンテル長

官及び 2 国間関係部のダニエル・フランサ部長が CNB に参加する。 

 

日付 2017 年 3 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 Embrapa ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/21369442/sensor-de-baixo-custo-
para-irrigacao-recebe-patente-americana 

タイトル ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）が開発した灌漑の低コストセンサーが米国特許

を取得 

要約 ブラジル農牧研究公社（EMBRAPA）が開発した「上反角センサー」が米国特許商標

庁（USPTO）の特許を出願手続き開始後僅か 3 年間で取得した。 

この技術は 2 年弱で 3 つの特許を取得しており、2016 年に同センサーはオースト

ラリア及び中国で特許権を受けている。上反角センサー技術は、ブラジルに於いて

2010 年にブラジル産業財産庁（INPI）へ出願されており、審査中となっている。出

願要請後、2011 年から特許協力条約（PCT）による国際出願制度を受け、2013 年か

ら米国の特許出願手続き時間の短縮が可能となった。 
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日付 2017 年 3 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/ouvidor-e-corregedor-do-mdic-visitam-inpi-para-
integracao 

タイトル ブラジル商工サービス省（MDIC）のオンブズマンと行政監督官がブラジル産業財

産庁（INPI）を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 22 日、ブラジル商工サービス省（MDIC）のウ

ラネス・リオス・オンブズマン及びマノエル・ダ・フォンセカ行政監督官を迎え

た。訪問目的は INPI 内の関連部署職員の面識、施設見学及び情報収集であった。 

 

日付 2017 年 3 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 ブラジル上院通信 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/03/agripino-propoe-fortalecer-inpi-
para-acelerar-registro-de-patentes 

タイトル 上院議員、ブラジル産業財産庁（INPI）を強化して特許出願手続の迅速化を提案 

要約 ジョゼ・アグリピノ上院議員は、ブラジル産業財産庁（INPI）が企業への提供サー

ビスで得た報酬を同庁に再投資できる法律を立案した。INPI の提供サービスは、年

間約 3 億レアルの収入となるが現在ではその全額が国庫に収められている。 

（ 上 記 ニ ュ ー ス は INPI ポ ー タ ル サ イ ト で も 公 開 さ れ て い る ：

http://www.inpi.gov.br/noticias/projeto-de-lei-busca-autonomia-financeira-do-inpi） 

 

日付 2017 年 3 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/academia-divulga-resultados-dos-programas-de-pos-
graduacao 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、大学院コースの成果を公表 

要約 2013 年～2016 年間のブラジル産業財産庁アカデミー（INPI アカデミー）の大学院

コースは専門誌に論文 104 件を掲載し、専門書（章も含む）65 冊を出版したほ

か、技術活動 90 件を実現した。 

 

日付 2017 年 3 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 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/seminario-discute-pi-e-ambiente-virtual 

タイトル 知的財産及びバーチャル環境をテーマのセミナー開催 

要約 サンパウロ市で 3 月 29～31 日、知的財産権及びバーチャル環境をテーマに「第 17

回知的財産国際学会」が開催される。主催はサンパウロ州知的財産協会（ASPI）及

びブラジル産業財産庁（INPI）の協力で行われる。バーチャル犯罪者の特定、人工

知能（AI）を利用した創造及びモノのインターネット（IoT）等が議論される。 
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日付 2017 年 3 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 Jota ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://jota.info/justica/publicacao-de-foto-em-manifestacao-nao-gera-dano-moral-
23032017 

タイトル デモ参加中に撮られた画像の掲載は精神的損害の対象にならない 

 

日付 2017 年 3 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 Ultimo Segundo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://ultimosegundo.ig.com.br/colunas/blog-esplanada/2017-03-23/pirataria-mercado-
governo.html 

タイトル 民間団体、政府の模倣品対策を支援 

 

日付 2017 年 3 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 OESP 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,anvisa-e-inpi-chegam-a-acordo-sobre-
patentes-de-medicamentos,70001699653 

タイトル 医療品の特許問題でブラジル国家衛生監督庁（Anvisa）とブラジル産業財産庁

（INPI）が合意 

 

日付 2017 年 3 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 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-mar-24/tj-sp-proibe-generico-porque-droga-original-
busca-patente-13-anos 

タイトル サンパウロ州高等裁判所（TJ-SP）、13 年間に及ぶオリジナル医薬品の特許権待ち

を受けて同医薬品のジェネリック版を禁止 

 

日付 2017 年 3 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 OESP ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://link.estadao.com.br/noticias/cultura-digital,transmissao-de-tv-pela-internet-gera-
nova-cobranca-de-direito-autoral-diz-stj,70001712892 

タイトル インターネット上のＴＶ配信は新しく著作権料支払い義務が発生すると連邦司法高

等裁判所（STJ）が判定 
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日付 2017 年 3 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 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/representacoes-da-industria-pedem-ao-governo-federal-
convocacao-do-cadastro-de-reserva-para-o-inpi 

タイトル 産業代表団体、政府に対してブラジル産業財産庁（INPI）の公務員試験補欠合格者

の採用を求める 

要約 産業代表の 19 団体は、ブラジル産業財産庁（INPI）による先の公務員試験補欠合格

者の雇用申請を支援するために 3 月 24 日、大統領へ上申書を送った。 

公務員試験補欠合格者 191 名の正式採用期限はあと一ヵ月弱で切れるため 産業代

表団体はこのチャンスを逃さないように、と連邦政府に訴えている。 

 

日付 2017 年 3 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 Terra ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.terra.com.br/dino/novas-regras-para-registro-de-softwares-no-
brasil,69f49ac9231b7fb3e6e127ce25bff0dbfz4fy7er.html 

タイトル ブラジルでソフトウエアの登録に新しい規則 

 

日付 2017 年 3 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 Mais Goias ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.emaisgoias.com.br/campanha-visa-combater-comercio-ilegal-de-produtos-
opticos-em-goiania/ 

タイトル ゴイアニア市で眼鏡の違法販売抑制キャンペーンが実施される 

 

日付 2017 年 3 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 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/academia-do-inpi-realiza-aula-magna-dos-cursos-de-pos-
graduacao 

タイトル ブラジル産業財産庁アカデミー、大学院コースの初講義に EMBRAPII 博士 

要約 ブラジル産業財産庁の知的財産・イノベーションアカデミーは、大学院コース（修

士・博士課程）においてブラジル産業イノベーション研究公社（EMBRAPII）のジョ

ルジェ・ギマラインス総裁を 4 月 3 日の初講義の講師に迎える。 
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日付 2017 年 3 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 O Globo 新聞 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/anvisa-rejeita-patente-de-droga-contra-
hepatite-e-precos-de-remedio-podem-cair-21121891 

タイトル ブラジル国家衛生監督庁（Anvisa）は C 型肝炎治療薬の特許を却下 当該医療品価

格が低下する可能性あり 

 

日付 2017 年 3 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 Jota ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.glpi.com.br/noticias-publicacoes/clipping-de-pi/propriedade-
inteletual/ministros-do-stj-se-dividem-em-caso-folha-x-falha/5977 

タイトル 連邦司法高等裁判所（STJ）の判事が「フォーリャ対ファーリャ」問題で意見割れ 

 

日付 2017 年 3 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 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/ministerio-do-planejamento-autoriza-inpi-a-convocar-
cadastro-de-reserva 

タイトル ブラジル企画開発運営省（MP）は、ブラジル産業財産庁（INPI）の補欠合格者 70

名の雇用を許可 

要約 ブラジル企画開発運営省（MP）により、ブラジル産業財産庁（INPI）の 2014 年の

公務員試験補欠合格者の雇用を認める辞令が 3 月 29 日付の官報（DOU）に掲載さ

れた。合計 70 名の補欠合格者が呼ばれ、その内 50 名が特許審査官、20 名が商標

審査官として採用される。 
 

( 上 記 ニ ュ ー ス は MDIC ポ ー タ ル サ イ ト で も 公 開 さ れ て い る ：
http://www.mdic.gov.br/noticias/2394-inpi-ganha-reforco-de-mais-70-examinadores-para-
agilizar-concessao-de-marcas-e-patentes) 

 

日付 2017 年 3 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/cidadania-e-justica/2017/03/governo-formaliza-protocolo-de-
combate-a-pirataria 

タイトル ブラジル政府、模倣品対策プロトコルを正式化する 

要約 法務公安省（MJ）は、ブラジルの密輸・模倣品関連犯罪の解決策を模索する「O 

Brasil que nós queremos（我らが望むブラジル）」キャンペーンを 3 月 29 日に発表

した。2016 年にブラジルが被った密輸犯罪による損害は 1300 億レアルに上る。 

今回発表された文書には隣国との対話の促進や、国境の監督（特にブラジル・パラ

グアイ国境）にかかる技術的な支援の提供等が挙げられている。 
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日付 2017 年 3 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 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/pph-com-o-japao-comeca-em-abril 

タイトル 日本との特許審査ハイウェイ制度（PPH）、4 月からスタート 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）・日本特許庁（JPO）間の特許審査ハイウェイ制度

（PPH）は 2017 年 4 月 1 日から開始される。PPH 制度を活用して INPI による特許

審査結果を日本で利用して審査の迅速化を図ることが可能になった。ブラジル側も

JPO の審査結果を踏まえて INPI の審査を迅速化することができる。2 年間の試行期

間中には最大で 200 件の特許出願が PPH 制度を通して利用できる。 

また、INPI は PPH 制度ではダイナミック且つ迅速性が要求される IT（情報技術）関

連分野の出願に限定しているが、日本はすべての分野においての出願を受け入れる

準備がある。ブラジルは既に米国と PPH 制度のパイロットプロジェクトを 2016 年

1 月 11 日から開始しており、試行期間は同じく 2 年間か総出願件数 150 件に定め

られている。欧州特許庁（EPO）及び南米知的財産権協力会（PROSUR）加盟国との

間でも PPH 制度導入への交渉が進められている。 

 

日付 2017 年 3 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 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/sistema-eletronico-acelera-publicacao-na-area-de-
patentes 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）、電子システムで特許分野の通知を迅速にする 

要約 4 月 3 日から、審査出願の未申請は法で定められている出願日から 36 ヵ月経過し

たところで自動的に電子産業財産公報（RPI）に掲載されるようになる。 

たとえ検査未申請通知が掲載されてしまい手続き取り下げ処分になった場合でも、

ブラジル産業財産庁（INPI）によると、出願人は手続き続行申請をするために 60 日

間の期限があるという。期間を過ぎると完全取下げとなり手続き続行不能となる。 

 

日付 2017 年 3 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 Ambito Juridico ポータルサイト ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=visualiza_noticia&id_caderno=20&id_noticia=148751 

タイトル 模倣品を輸入しても取引がなければ損害賠償請求は無し 
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日付 2017 年 3 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 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/seminario-discute-pi-e-ambiente-virtual/view 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）が知財とバーチャル環境セミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、3 月 29～31 日にサンパウロ市で開催された 2017

年第 7 回サンパウロ知財協会（ASPI）国際知財学会に参加した。学会はバーチャル

環境の発展に伴う知的財産権問題について議論。INPI 長官は講演中、サンパウロ知

財協会（ASPI）及びブラジル知財協会（ABPI）が大統領に公務員試験補欠合格者雇

用を求めて上申書を送るという支援を得たことに対して、感謝の言葉を述べた。 

 

日付 2017 年 3 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 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-patentes-com-a-progenericos 

タイトル ブラジル産業財産庁（ INPI ）、ブラジルジェネリック医薬品産業協会

（Prógenéricos）と特許について議論 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 3 月 31 日、ブラジルジェ

ネリック医薬品産業協会（Prógenéricos）のテルマ・サレス会長と会合し、特許に

ついて議論を交わした。 

当日の会合にはマウロ・マイア常務部長及びジュリオ・カステロ・ブランコ特許部

長を含む INPI の幹部と、Prógenéricos の代表者数名も参加した。 

 

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 
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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。 

 


