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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.6（2017 年 4月分） 

2017年 5月 3 日発行 

日付 2017 年 4 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 Âmbito Jurídico 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ambito-
juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=18782&revista_caderno=8 

タイトル 知的財産：経済と環境の保護により実効的な法令の必要性について 

 

日付 2017 年 4 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-sobre-cooperacao-em-pi-com-
os-brics 

タイトル INPI が BRICS 諸国による知的財産権分野の協力に関する会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が 4 月 6,7 日にニューデリーで開催される BRICS 諸国

間の協力に関する会議に参加する。各国の工業所有権を管轄する機関が参加する。

各国での取り組みをより前進させることを目的とする。BRICS 諸国間協力としての

取り組みとして、INPI は伝統的知識に関する区分の創設と各国間で相互に利用可能

な特許出願の再区分メカニズムに関するテーマなどを提案する。さらに、研究機関

や公立大学の特許国際化を推進するため、これら機関の PCT システムの国際利用料

の低減も検討される見込み。 

 

日付 2017 年 4 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=598 

タイトル ABPI ドメイン名会議が活動を拡大 
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日付 2017 年 4 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/nos-dez-anos-do-mestrado-do-inpi-presidente-da-
embrapii-realiza-aula-magna 

タイトル INPI の修士号取得から 10 年を経て、EMBRAPII 総裁が基調授業を開催 

要約 INPI の知的財産・イノベーションの修士課程プログラムの第 1 期生で現 EMBRAPII

（ブラジル工業研究イノベーション公社）総裁の Jorge Guimaraes 氏が INPI 本部で

の基調授業で講演を行った。専門家の育成、企業を交えたイベントへの参加、新た

な施策に対する評価という点で EMBRAPII と INPI は協力関係にあり、特に企業と研

究セクターの相互関係の構築を容易にするという目的で構築される EMBRAPII の戦

略を支援する観点で、INPI とのパートナーシップの重要性について議論が行われ

た。 

 

日付 2017 年 4 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/201cinovacao-2013-melhorando-vidas201d-e-tema-do-
dia-da-pi-celebrado-ao-longo-do-mes-de-abril-pelo-inpi 

タイトル 4 月の間、INPI は世界産業財産デーを祝福する 

要約 世界工業所有権機関（WIPO）が定める 4 月 26 日の世界産業財産デーを受け、INPI

は知的財産権システムに関する議論を奨励する提案を行なっていく。リオデジャネ

イロ市の「明日の博物館」でも、知的財産権とイノベーションの関係に関する議論

を深めるための様々な活動を行う予定（詳報後日）。11 日にはやはり同館で、新

たな発明者を生み出すことを目的とした、中等教育生、大学生、大学院生を対象と

したセミナーを開催する。その他にも 4 月の間に様々な活動を行なっていく。 

 

日付 2017 年 4 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-participa-de-reuniao-na-embaixada-brasileira-e-no-
escritorio-indiano 

タイトル INPI がブラジル大使館およびインド知的財産機関との会合に参加 

要約 ニューデリーにて、INPI がブラジル大使館、インド商標特許局との会合に参加し

た。大使館では、在インド大使と会合を行ない、BRICS 会合に関連する知的財産権

に関するテーマの議論を行った。続いて、インド商標特許庁における会合では、同

庁代表の歓迎を受け、双方の管理実務や機能についての情報交換が行われた。イン

ドでは特許認可の効率性が 2 倍に向上しその審査に 40 ヶ月、商標では僅か 1 ヶ月

しか要さないことが注目された。また、インド側からは INPI アカデミーに対する興

味が示された。 
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日付 2017 年 4 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 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/comunicados/restituicao-de-processos-de-retribuicao-de-1995-a-
2008 

タイトル 1995～2008 年の手続きに対する支払いの払戻し 

要約 INPI は 2017 年の年間を通じて、産業財産レヴュー誌（RPI）において 1995～2008

年の間に受付されて現時点で未完了となっている支払の払い戻し手続きをリスト化

し発表する。これは未払いとなっている金額を利用者が受領するために登録情報を

更新することを促すもの。RPI で公示された 60 日後には、手続き自体が保管扱いと

なる。 

 

日付 2017 年 4 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=599 

タイトル ABPI がサンパウロ及びリオにおいて調停・仲裁に関する会合を開催 

 

日付 2017 年 4 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 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-leva-jovens-para-seminario-sobre-ciencia-tecnologia-
e-inovacao-no-museu-do-amanha 

タイトル 「明日の博物館」における科学技術セミナーに INPI が学生を招待 

要約 4 月 11 日、中等教育、大学生、大学院生を対象に、リオ市内の「明日の博物館」

にて「明日への科学：若者のための科学技術・イノベーションの道セミナー」を開

催した。知的財産権月間であることを受け、若手科学者の経験を共有することによ

り、新たな発明者を生み出すため感化を目的で実施されたもの。 

 

日付 2017 年 4 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/publicada-nomeacao-de-70-servidores-do-cadastro-de-
reserva 

タイトル INPI への予備登録の公務員 70 名の指名が公示される 

要約 4 月 12 日付け官報にて、2014 年の公務員試験を受けて予備登録となっていた候補

者 70 名の氏名が INPI 省令第 42 号として公示された。うち 50 名が特許審査官、20

名が商標審査官となっている。この予備登録の合格者を招集するための許可は、予

算企画管理省の 2017 年付省令第 59 号としてすでに 3 月 29 日に交付されていた。

INPI には 2016 年に 70 名の特許審査官が新たに加わったほか、本年 1 月にも 30 名

の特許審査官と 40 名の商標審査官が採用されている。 
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日付 2017 年 4 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/entidades-da-industria-reiteram-pedido-para-governo-
convocar-restante-do-cadastro-de-reserva-do-inp 

タイトル 工業団体らは予備登録者全員の採用を要請 

要約 4 月 11 日、19 の工業団体が大統領府及び関係機関に対し、2014 年の公務員試験に

おける合格者 70 名の予備登録者の採用に対し謝意を表明する書簡を送付した。同

時に、残りの 121 名の予備登録者に関しても INPI における人員不足による悪影響を

一層緩和できる機会を逃さぬよう、その任命の必要性があることを指摘している。

大統領府ではすでに、2014 年の公務員試験における予備登録者の全員を任命する

よう、同じ業界団体らからの要請を書簡で受け取っていたところだった。 

 

日付 2017 年 4 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/cerimonia-com-presidente-temer-marca-assinatura-de-
acordo-com-anvisa-e-anuncio-da-nova-in-de-contratos 

タイトル テメル大統領が参加した式典で ANVISA（国家衛生監督庁）との協定及び契約書に

関する新たな訓令を発表 

要約 大統領府で行われたテメル大統領が出席する式典において、医薬品及び製薬プロセ

スの特許出願における ANVISA の事前承認に関するデッドロックを解消する、ブラ

ジル産業財産庁（INPI）と ANVISA 間の協定の署名が行われた。さらに、技術契約

に対する欄外署名に関する手続きを簡素化する訓令 2017 年付第 70 号を発表した。

大統領は、国に必要な改革を実行することが政府の優先事項であることを強調し、

縦割りの解消を目指す INPI と ANVISA の間の協定の実現を祝福した。 

政府弁護部（AGU）が示した見解により実現した INPI と ANVISA 間の協定により、

製薬分野の特許出願手続きにおける ANVISA の事前承認に関する 16 年間に及んだデ

ッドロックが解消されることとなった。特許審査手続きの迅速化に加え、手続きに

要した時間に起因する特許有効期間の延長を回避することができ、市場に新たなジ

ェネリック薬品が投入されることを容易とした。協定によって、ANVISA は事前承

認において公共衛生上の影響に焦点を置いた審査を行い、INPI は特許の有効性に関

する基準審査に独占的な権限を与えられるようになる。当該分野の 2 万 3 千件にも

上る審査保留案件に影響する。 

また、技術契約書に関する新たな訓令は、知的財産権の使用ライセンスに対する欄

外署名と技術移転・フランチャイズ契約の登録に関する行政手続きを定めたもの

で、4 月 12 日付の官報で公布されている。契約書の審査範囲が縮減され、これに

よって INPI は契約書の登録と欄外署名に対してのみ活動を行ない、税法や外資の管

理に関する評価は行わないこととなる。違反行為の疑いが見られた場合は、後日

INPI の技術サポートを伴って管轄当局が審査することとなる。この運用変更によ

り、契約書の登録と欄外署名の手続きが簡素化され、契約当事者双方の法的な独立

性が確保されるようになる。 
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日付 2017 年 4 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 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/curso-geral-de-propriedade-intelectual-a-distancia-2013-
dl-101-recebe-inscricoes 

タイトル ネット通信による知的財産総合講習の受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 5 日まで、ネット通信による知的財産権の総

合講習の受講受付を開始した。専門家によるチュートリアルを含む 75 時間の講習

では、著作権、特許、商標、地理的表示、意匠、新種の種苗の保護、不公平競争、

情報技術、技術契約、国際条約など知的財産権に関係するテーマを学ぶことがで

き、一般に開かれた講習となる。講習期間は 5 月 8 日から 7 月 7 日まで。 

 

日付 2017 年 4 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 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=601 

タイトル ABAPI（ブラジル知的財産エ―ジェント協会）及び ABPI（ブラジル知的財産協

会）、「世界知的財産の日」を祝福 

 

日付 2017 年 4 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 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=600 

タイトル FICPI 教育アカデミー、ブラジル初の特許出願文書の作成講習を実施する 

 

日付 2017 年 4 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/comunicados/meus-pedidos-ja-recebe-cadastro-de-processos-de-
transferencia-de-tecnologia 

タイトル ブラジル産業財産庁（INPI）への技術移転手続き登録は「私の申請」ページから 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、「私の申請」ツールにて技術移転契約の登録手続

きの受付を開始した。これにより、申請を行なった手続きに何らかの進展があった

場合、毎回メールで通知を受け取ることが可能となる。この機能を活用するための

チュートリアルも用意されている。 
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日付 2017 年 4 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/unidades-regionais-promovem-atividades-no-mes-da-pi 

タイトル 地域支部で知的財産権の日を祝福した活動を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、4 月 26 日の「世界知的財産の日」を祝福するた

め、州政府、大学、イノベーション関連機関の協力を得てブラジル各州の INPI 地方

支部によるイベントを開催している。一例としてペルナンブッコ州連邦大学では、

25～27 日の間を知的財産権週間と定めてイベントを予定しており、ブラジルにお

ける特許出願書類における発明の説明記述に関する基本コンセプトや、特許データ

バンク上の技術情報の調査・活用に関する指導が行われる。 

 

日付 2017 年 4 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 EBC 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.folhamax.com.br/policia/operacao-combate-pirataria-em-produtos-
esportivos-em-vg/121576 

タイトル ヴァルゼア・グランジ市でスポーツ製品の海賊版撲滅活動を実施 

 

日付 2017 年 4 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 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/representantes-do-escritorio-chines-de-pi-vem-ao-brasil-
para-ampliar-cooperacao-com-o-inpi 

タイトル 中国国家知識産権局が INPI との協力に関して協議を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 19 日、中国国家知識産権局（SIPO）と協力を深

めるための協議をリオデジャネイロ市で行なった。この会議で、SIPO の副代表の

Xiao Xingwei 氏は両国間の貿易取引が増加していることに触れ、技術協力も増加し

ているため、INPI の活動に関して理解を深め、今後の直接的な対話を密にしたいと

話した。両機関の協力の対象分野として考えられるのは、専門家の育成、バイオテ

クノロジー分野の特許区分の最適化及びパートナーシップについて、さらに両国間

の PPH のパイロットプロジェクト実施の可能性などである。SIPO は 20 カ国との

PPH の協定を有している。さらに、SIPO が開発した中国語・ポルトガル語自動翻訳

ツールの改良に INPI の協力を得たいとの提案もあった。INPI は、中国代表団による

工業研修サービス（SENAI）化学繊維産業技術センターへの訪問も実施した。 
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日付 2017 年 4 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/ufsc-fiesc-e-inpi-realizam-evento-sobre-inovacao-na-
industria-textil 

タイトル サンタカタリーナ連邦大学、サンタカタリーナ州工業連盟、INPI が繊維産業におけ

るイノベーションに関するイベントを実施 

要約 4 月 19 日、サンタカタリーナ州ブルメナウ市にて、「第 2 回 繊維産業における技

術革新全国セミナー」が開催された。INPI がサンタカタリーナ連邦大学のイノベー

ション局、サンタカタリーナ州工業連盟と共催したもの。INPI からは、サンタカタ

リーナ州支部を代表し Araken Alves de Lima 氏が参加した。 

 

日付 2017 年 4 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/na-vespera-do-dia-da-pi-museu-do-amanha-inaugura-
exposicao-sobre-inovacao-brasileira 

タイトル 知的財産の日の前夜、「明日の博物館」でブラジル発のイノベーションに関する展

示を開始 

要約 本年は「イノベーション－生活をより良く」をテーマとした 4 月 26 日の世界知的

財産の日の前夜に、「イノベーション－ブラジル的な創造」と題してブラジル発の

創造性に関する展示が行われた。ブラジルで考案・開発され国内外の人々の生活に

変化を与えた 39 の革新的な発明を一堂に会している。その多くは「社会的技術」

からより複雑な技術であり、これまであまり知られていなかったものであった。一

例としては、キャッサバ芋の澱粉から作られた完全な生分解を実現したコップ、廃

棄物を再利用したレンガ、凝縮空気から水を生成する機械など。4 月 25 日から 10

月 22 日まで開催。 

 

日付 2017 年 4 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-participa-de-evento-sobre-reestruturacao-de-c-t-i-da-
marinha 

タイトル INPI が海軍の科学技術イノベーション部門の再編に関するイベントに参加 

要約 INPI の Luiz Otávio Pimentel 長官、渉外部 Rafaela Guerrante コーディネイター、特許

部の Sérgio Barcelos 職員が、4 月 24 日のブラジル海軍科学技術イノベーション部門

の再編を記念したイベントに参加した。この最中、リオデジャネイロの海軍技術セ

ンター（CTMRJ）が正式に発足した。その配下に、船舶システム分析センター

（CASNAV）、アルミランテ・パウロ・モエイラ研究所（ IEAPM）、海軍研究所

（IPqM）が置かれる。 
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日付 2017 年 4 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/agenda-internacional-
da-industria-propoe-86-acoes-para-ampliar-participacao-do-brasil-no-comercio-exterior/ 

タイトル 貿易通商におけるブラジルの参画を拡大するための 86 のアクションが工業国際ア

ジェンダで提案される 

 

日付 2017 年 4 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/especialistas-discutem-inovacao-no-dia-mundial-da-pi 

タイトル 世界知的財産の日に、イノベーションの役割に関して専門家が議論 

要約 世界知的財産の日を祝福して、リオデジャネイロ連邦大学テクノパークが、イノベ

ーションと創造性の促進における知的財産の役割に関するシンポジウムを開催し

た。INPI からは Luiz Otávio Pimentel 長官が参加し、世界知的財産機関（WIPO）、米

国特許商標庁（USPTO）、ブラジル知的財産協会（ABPI）などの代表者が参加。ブ

ラジルのイノベーションにおける知的財産の果たす役割に関するパネルディスカッ

ションでは、INPI 特許部の Júlio César Moreira 部長が社会全体のニーズに対応する

ための知的財産システムの社会的意義を強調し、一方で、豊富に蓄積された知識を

ブラジルの経済成長に変換していくため、法的枠組みの見直しと国内のイノベーシ

ョン環境の改善が早急に必要であると警鐘を鳴らした。 

 

日付 2017 年 4 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/mobilizacao-empresarial-pela-inovacao-apresenta-
propostas-de-melhorias-para-o-inpi 

タイトル イノベーション企業運動が INPI の改善提案を行なう 

要約 4 月 26 日、INPI 本部にイノベーション企業運動（MEI）のリーダーである Pedro 

Wongtoschowski 氏を迎えた。この企業運動は、ブラジル工業連盟（CNI）が 2008 年

に創設したもの。同氏は「CNI は、適切な法令が許す限りの自立し独立した INPI を

支持する」と表明した。INPI の Luiz Otávio Pimentel 長官は議論の際、バックログと

継続的な出願ニーズの 2 つの点で、特許審査の遅れという課題に対応しなければな

らないが、ただしこのような課題についても、規則面、運営面の見直しを経て、改

善の成果が見られるようになっていると説明した。 
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日付 2017 年 4 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/dia-mundial-da-
propriedade-intelectual-celebra-papel-da-inovacao-no-desenvolvimento-economico-e-
social/ 

タイトル 世界知的財産の日に、経済・社会開発におけるイノベーションの役割を称える 

 

日付 2017 年 4 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/os-impactos-da-inovacao-no-segmento-esportivo-foram-
tema-de-debate-da-2a-palestra-do-dia-da-pi 

タイトル スポーツ分野のイノベーションが、知的財産の日における第二の講演テーマとなる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、4 月 27 日にスポーツ産業・販売協会の協力を得て

講演を行なった。Nike、Specialized といった有名ブランドの代表者も参加し、それ

ぞれの成功した取組みのケーススタディも発表された。開会挨拶で、INPI の Luiz 

Otávio Pimentel 長官は、スポーツ用品市場のイノベーションの活発さにより望まし

い形で対応するため、意匠と商標の分野での指針を見直すことの重要性に示唆し

た。Nike、Specialized の代表者らは、ともに製品開発やブランド計画の担当者であ

り、革新的な製品の開発やそれに伴う投資内容について発表を行った。 

 

日付 2017 年 4 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.portaldaindustria.com.br/agenciacni/noticias/2017/04/entrevista-inovacao-e-
patentes-aproximam-universidades-do-setor-produtivo/ 

タイトル インタビュー：イノベーションと特許が、大学と生産部門の密接化を進める 

 

日付 2017 年 4 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=603 

タイトル INPI が意匠の指針に関するパブリックコメントの募集を開始 
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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 
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