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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.8（2017年 6月分） 

2017年 7月 3日発行 

日付 2017 年 6 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-realiza-palestra-sobre-in-de-contratos-de-tecnologia-
em-sao-paulo 

タイトル INPI、技術契約に関する講演会をサンパウロで実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のジルセウ・テルヤ技術契約総合コーディネイター

が、サンパウロ市内のサンパウロ知的財産協会（ASPI）にて、2017 年付 INPI 細則

第 70 号により規定された現在の技術移転契約の手順について紹介した。同細則

は、ライセンス契約や産業財産権の譲渡契約及び技術移転・フランチャイズ契約の

登録処理を規定している。この細則で、INPI は契約の登録のみを実行し、税制関連

法や国内の外資管理法などについて検討しなくてもよいこととなった。 

 

日付 2017 年 6 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-fara-admissibilidade-automatica-para-pedidos-pct-
no-brasil 

タイトル INPI がブラジルにおける PCT 出願の自動承認を導入 

要約 手続きの簡素化と審査手順の迅速化を目指す更なる施策の 1 つとして、バックログ

件数の削減を目的に、ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 6 日、特許協力協定

（PCT）を通じて国内手続きに入っている約 8 万件の出願の自動承認を許可する

2017 年付細則第 2 号を公布する。同細則は、2013 年 1 月から 2016 年 12 月に受付

けられた承認審査が未だ開始されていない出願案件に適用される。2017 年以降の

出願受付分については通常の承認審査が実施される。2018 年には、PCT 出願の国内

承認受付は 120 日以内に公示される見込み。 

 

日付 2017 年 6 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 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-registra-aumento-de-produtividade-em-maio 

タイトル INPI、5 月に生産性の向上を記録 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、サービス提供のレスポンス時間の短縮に明確な結

果を残している。特許分野では、5 月の決裁件数は前月比 88%増、前年同期比 138%

増となり、年初からの決裁件数も 22,134 件と 2014 年（22,336 件）、2015 年

（15,842 件）の各年間の件数を既に越えている。特許付与件数も前年同期比 34%増

の 652 件となり、2013 年以来の集計開始以来、月間件数で最大となった。商標で

は、前月比 56%増の 17,597 件の決定を下し、年初来の累計でも前年同期比 23%増

となった。コンピュータープログラムの登録については前月比 126%の大幅増、技

術契約でも 85%増となった。意匠は前月比 70%増、年初来の累計件数では前年同期

比 37%減となっているが、これは前年に 9,700 件に対してタスクフォースが組まれ

たため。これら生産性の向上の要因としては、2016 年以来行われてきた IT 投資、

行政手続きの簡素化、コンピュータープログラム登録手続きや技術契約締結手続き

の簡素化、特許・技術契約・商標・意匠分野での 210 名の審査官の新たな採用とい

った措置が挙げられる。 
 

日付 2017 年 6 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-seminario-de-nits-em-lages-sc 

タイトル INPI、ラージェス市で技術革新センターのセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 5 日～7 日にサンタカタリーナ州ラージェス市

で開催される、第 3 回サンタカタリーナ技術革新センターセミナーに参加する。本

イベントは、イノベーションに関連する大学、科学技術機関、企業のような地域シ

ステムのプレーヤーを統合する活動を奨励するために実施されるもの。州内には

25 の技術革新センター（NITs）が存在。これら NITs はプレーヤー間相互の交流に

必要不可欠な役目を果しており、州の産業開発政策にも沿ったその活動にはニーズ

が認められている。ルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官は開会式に、また INPI

サンタカタリーナ支局のアラケン・アルヴェス氏がサンタカタリーナ州内の NITs

の関係構築に関するラウンドテーブルに、それぞれ参加する。また INPI パライーバ

支局職員のアルマンド・メンデス氏は、特許記述文書の正しい書き方に関する講習

で講師を務める。 

 

日付 2017 年 6 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-da-reuniao-de-comite-da-ompi 

タイトル INPI、世界知的所有権機関の委員会会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 29 日～6 月 2 日の間、スイス・ジュネーブの

世界知的所有権機関（WIPO）で開催された技術規格委員会の第 5 回会合に参加し

た。ここでは、特許出願における生物学的配列リストの基準を見直す手続きなどに

ついての検討が行われた。特許協力条約（PCT）の要件となっている規定に従い、

今後数年間をかけて、新たな基準に移行するのに必要な出願者向けの支援ツールを

WIPO が開発していくこととなっている。移行は 2019 年に開始、2022 年までに完

了することが予定されている。 
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日付 2017 年 6 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-seminario-de-propriedade-intelectual-
na-cni 

タイトル ピメンテル長官、海外における知的財産保護の一層大胆な戦略を支持 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官は、6 月 6

日にサンパウロ市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）主催の第 1 回知的財産

セミナーにて、海外における知的財産利用に関する討議に参加。輸出者向けに PPH

や Prioridade BR（ブラジル・プライオリティー）のような優先審査プログラムが創

設されてきたものの、企業によりこれらが十分に活用されていないことを指摘し、

企業が国外での知的財産保護に一層大胆な戦略を採用していく必要性を強調した。

さらに同長官は、昨今の予算削減問題に柔軟に対応し、かつ庁内体制の改善に必要

なインフラの整備を確かなものにするためには、INPI が自主財源の利用に独立性を

持つことが必要であるとも述べた。また、商標登録に関するマドリッド協定への参

加に必要な要件への対応を、2018 年末までに完了する見込みであることも公表し

た。 

 

日付 2017 年 6 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/noticias/cni-destaca-que-pi-e-investimentos-devem-andar-juntos 

タイトル ブラジル工業連盟、知的財産権と投資は共に歩まなければならないと強調 

要約 ブラジル工業連盟（CNI）のカルロス・エドゥアルド・アビジャオジ工業開発部長

は、6 月 6 日にサンパウロ市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）主催の第 1 回

知的財産セミナーにて、現在のような経済危機の状況下では、知的財産権と投資は

共に歩まなければならないとコメントした。また、特許や商標の審査の遅滞の影響

については、その製品やプロセスがパブリックドメインに属するのか、あるいは特

定の所有者にのみその使用が認められるのかを判断する要素が十分にないために、

競合間でリスクの高い決断を採らなければならなくなっており、最終決定がなされ

るまでの間に出願者、競合他社、社会全体に問題を生じさせていると述べている。

ブラジルにおいて知的財産の保護が進んでないという点については、ブラジルは日

本やドイツと比べてより多くの商標が登録されていることを指摘している。 

 

日付 2017 年 6 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/noticias/medidas-para-melhorar-desempenho-do-inpi-sao-
apresentadas-durante-evento-da-cni 

タイトル INPI のパフォーマンスを改善するための施策が CNI のイベント中に紹介される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官は、6 月 6

日にサンパウロ市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）主催の第 1 回知的財産

セミナーにて、INPI のパフォーマンスを改善するための施策について発表。既に採

用された施策として、特許の優先審査プログラム、審査官 210 名の採用、国家衛生
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監督庁（ANVISA）との協定、技術契約の新規則について触れ、さらに INPI の戦略

として離職率を低減するためのキャリア計画の策定、職員の増員、審査活動への人

的資源の集中投下、特許審査の予備作業の規則化、物理的な手順の流動化、IT イン

フラの強化による在宅勤務の拡大などを挙げた。また、多国間主義・二国間主義に

関するパネルで、外務省知的財産課のダニエル・ピント主査は、バランスの取れた

枠組みを目指し、多国間主義を重んじ、それぞれの置かれる立場の変化を尊重し、

そしてブラジル社会の様々な分野の関心とニーズに対応するといいう知的財産権の

交渉における基本原則を説明し、INPI による外務省に対するサポートの重要性を述

べた。 

 

日付 2017 年 6 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/2017/06/seminario-da-cni-
debate-questoes-atuais-e-internacionais-da-propriedade-intelectual/ 

タイトル CNI のセミナーで、現在及び国際的な知的財産問題について討議される 

 

日付 2017 年 6 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 サイト Paraiba ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.paraiba.com.br/2017/06/06/41940-cassio-apresenta-projeto-para-agilizar-
pedido-de-patente-junto-ao-inpi 

タイトル カッシオ上院議員、INPI に対する特許出願を迅速化するための法令案を提出 

 

日付 2017 年 6 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/2017/06/entrevista-cooperacao-
e-adesao-a-acordos-internacionais-melhoram-cenario-de-propriedade-intelectual-no-
brasil-diz-diretor-da-ompi/ 

タイトル インタビュー：国際協力及び協定への参加は、ブラジルにおける知的財産を取り巻

く環境を改善すると WIPO ブラジル事務所所長 

 

日付 2017 年 6 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/como-empresas-internacionais-utilizam-a-pi-em-suas-
estrategias-de-negocio 

タイトル 国際的企業はどのように知的財産をビジネス戦略に利用しているか 

要約 6 月 6 日にサンパウロ市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）主催の第 1 回知的

財産セミナーにて、ブラジル産業財産庁（INPI）に著名商標の認知を申請している

グローバル家電メーカーの Whirlpool 社渉外部のエドゥアルド・ヴァスコンセロス
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氏は、ライセンス契約、技術契約、デザインが同社の戦略であること、また知的財

産は経済的リターン、市場シェアの拡大、株主価値の向上をもたらすものと同社で

考えられていると説明した。またこれらの方針から、潜在的な経済的リターンに基

づき当該知的財産の保護の妥当性を検討委員会が評価しており、その資産を管理し

ていると述べた。革新的製品は Whirpool 社の売り上げの 25%を占めており、収益

の 3%~4%は商標やイノベーションに当てられている。 

インターネット販売サイト Mercado Livre 社の知的財産保護プログラムについて、

知的財産分野の Mauro Falsetti 弁護士は、同社のサイトに海賊版製品の告発専用チ

ャンネルが設けられており、Reebok, Oakley, O Boticário など 500 社以上のブランド

が国内でメンバーであると述べた。 

同イベントではこの他、メキシコの Bimbo グループ、Adobe Systems が知的財産を

テーマとした発表を行なっている。 

 

日付 2017 年 6 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/analise-de-pedido-de-patente-via-pct-sera-mais-rapida 

タイトル PCT 経由での出願特許審査がより迅速に 

要約 6 月 13 日付の産業財産官報（RPI）上で、特許協力条約（PCT）における出願特許の

審査について規定する決議第 193 号が公布された。これはブラジル産業財産庁

（INPI）による決定が保留となっている審査待ち特許件数の更なる増加を防ぐため

の措置の一つで、これにより 20%程度の生産性の向上を見込んでいる。本決議が発

効する 7 月 13 日より、PCT の予備調査・審査を行なう国際機関として活動する特

許事務所（ISA/IPEA）からの出願に対する検索報告書は、それぞれの特許事務所に

より実施された検索結果を統合することにより作成されることとなり、そのため

INPI による補完的な検索は行われなくなる。ただし、すでに技術審査が開始されて

いたり、優先審査が認められている、あるいは技術審査に対して第三者から意見書

が提出されている出願案件に関しては適用外となる。 

 

日付 2017 年 6 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 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/tese-de-doutorado-aborda-uso-dos-dados-de-marcas 

タイトル 商標データの利用について博士論文で取り上げられる 

要約 6 月 13 日、ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデ

ミーの博士課程論文の発表があり、Eliane Vianna 氏の論文では商標データの利用に

関して取り上げられた。論文の主題は INPI の商標に関する書類から、ブラジルの産

業財産システムの利用に関してどのような特徴的情報が得られるかというもの。企

業戦略、商標保護の傾向、出願された商標が十分な区別性を有するかという品質な

どについて、データベース（INPI サイト上の TMView 及び BuscaWeb、INPI 内部シス

テムの IPAS）を用いた調査方法を開発した。INPI の博士課程プログラムは 2013 年

に開始され、現在は 5 期生が在籍する。 
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日付 2017 年 6 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 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=611 

タイトル ABAPI 主催の技術移転に関する講習会 

 

日付 2017 年 6 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/prazo-para-submissao-de-trabalhos-ao-enapid-e-
prorrogado-ate-03-07/view 

タイトル 第 10 回知的財産・イノベーション・開発学術会議（Enapid）向けの取組み成果資

料の送信期限を 7 月 3 日まで延期 

要約 第 10 回知的財産・イノベーション・開発学術会議（Enapid）は、口頭もしくは投

稿による発表用の取組み成果資料の送信期限が、7 月 3 日まで延長された。同イベ

ントはリオデジャネイロ市内で開催されるもので、知的財産、技術移転、イノベー

ション促進という観点から科学技術開発に関連した課題について議論するために開

催されているもので、本年のテーマは「知的財産修士コース 10 周年とブラジルに

おけるイノベーション：過去、現在、未来」となっている。成果資料の提出、申込

みに際しての費用は無料。 

 

日付 2017 年 6 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 Valor 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/brasil/5005498/brasil-permanece-estagnado-em-ranking-
internacional-de-inovacao 

タイトル ブラジルはイノベーション国際ランキング上で停滞 

 

日付 2017 年 6 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 O Globo 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/na-contramao-da-crise-industrias-usam-inovacao-
para-crescer-21489070 

タイトル 経済危機に逆行し、工業界は成長のためにイノベーションを利用する 
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日付 2017 年 6 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=612 

タイトル 契約交渉の技術セミナー開催 

 

日付 2017 年 6 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=613 

タイトル ABPI、青年会員プログラムを発表 

 

日付 2017 年 6 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 サイト Poder 360 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.poder360.com.br/datapoder360/69-dos-brasileiros-acham-que-imposto-alto-
estimula-pirataria-e-contrabando/ 

タイトル ブラジル人の 69%が、高い税金が海賊版や密輸に拍車をかけていると考える 

 

日付 2017 年 6 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 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-reunioes-do-comite-intergovernamental-
de-pi-e-do-trips-em-genebra 

タイトル INPI、ジュネーブにて知的財産及び TRIPS の政府間委員会に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 12 日～16 日の間、ジュネーブにおける知的財

産並びに遺伝資源・伝統的知識・フォークロアに関する政府間委員会（IGC）のブ

ラジル交渉団にフェルナンド・カッシビ国際関係コーディネイターを伴い参加し

た。この会合の結果、IGC の任期がさらに 2 年間延長されることが決定し、これに

伴い、引き続き伝統的文化表現と伝統的知識及び遺伝資源に関連する協定案につい

て議論を各国が継続することとなった。この交渉は 2019 年に外交会議を招集して

完了することが見込まれている。また 6 月 13 日・14 日には、世界貿易機関

（WTO）が運営する知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）の評議会

に参加。生物多様性条約（CDB）と TRIPS の関連性、伝統的知識とフォークロアの

保護、公共医療と知的財産の接点等に関する議論が行われる中、ブラジルの産業財

産執行責任当局として技術支援を行っている INPI は、中小企業向けの知的財産登録

費用の軽減を通じイノベーションを奨励する必要性を訴え、中小企業向けの特許早

期審査のパイロットプロジェクトである「MPE 特許」制度を紹介した。 
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日付 2017 年 6 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 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/emissao-da-nova-gru-tera-procedimentos-alterados-emm-
11-07 

タイトル 新たな連邦政府納付票（GRU）の発行手順が 7 月 10 日に変更 

要約 ブラジル中央銀行とブラジル銀行連盟（FEBRABAN）の通達に従い、ブラジル産業

財産庁（INPI）は 2017 年 7 月 10 日から、連邦政府納付票（GRU）の発行手順を変

更する。これに伴い、支払い期限日、申請者の納税者番号（CPF）もしくは法人登

録番号（CNPJ）、郵便番号（CEP）などといった情報の入力が新たに必須となる。

INPI のポータルサイトで利用可能となっている現行の GRU 発行システムは、新た

な GRU 発行方式に変更され、ユーザーとのやりとりのページ等も更新される。 

 

日付 2017 年 6 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 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/sistema-galo-de-emissao-de-gru-sera-desativado 

タイトル 連邦政府納付票（GRU）を発行する GALO システムの運用が 7 月 10 日を以って停止 

要約 2017 年 7 月 10 日からの連邦政府納付票（GRU）の新たな発行方式の導入に伴い、

現行のロット単位での GRU 発行システム（GALO）を通じ、ロット単位で納付票を

発行することが今後はできなくなる。ロット単位で発行を希望する利用者は、GRU

を PDF 形式で出力するための POST 形式及び HTTPS プロトコルを用いたツールを自

ら用意する必要がある。 

 

日付 2017 年 6 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/06/21/regras-especiais-para-
protecao-de-marcas-de-renome-sao-aprovadas-na-cct 

タイトル 科学技術委員会にて著名商標保護のための特別規則が承認される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）に対し、登録された商標の保有者が著名商標であるこ

とを認識するよういかなる時点でも要請できるようにすることを認める 2015 年付

下院法案第 86 号が科学技術・イノベーション・情報通信委員会（CCT）で 6 月 21

日に承認された。本会議での採択に回される。一般に知的財産法として知られる

1996 年付法令 9,279 号では、著名商標の所有者の権利がどの時点から認められるか

が明確に規定されていなかった。そのため広く認知されている商標の所有者は、そ

の特別な保護を請求することができず、第三者が自らの商標と利害関係を生む商標

の申請を行った時に INPI に対して保護を要請するか、もしくは法的措置を採るかの

方法しか残されていなかった。この法案によって著名商標と認識されるための申請

は、同じ商標を異業種で登録を試みている第三者の登録プロセスを INPI 内の書類処

理もしくは法廷で無効とする必要なく申請できる。 
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日付 2017 年 6 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/comunicados/inpi-revoga-resolucao-no-193-2017 

タイトル INPI、2017 年付決議第 193 号を取消し 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 22 日、特許協力条約（PCT）における出願特

許の審査の迅速化を規定した 2017 年付決議第 193 号の取消しを決定した。 

 

日付 2017 年 6 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/2017/06/entrevista-inovacao-e-
uma-das-principais-formas-para-tornar-empresas-mais-competitivas-diz-ricardo-pelegrini/ 

タイトル インタビュー：リカルド・ペレグリーニ氏、企業が一層の競争力をつけるにはイノ

ベーションが一つの方法であると語る 

 

日付 2017 年 6 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 商工サービス省（MDIC） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.mdic.gov.br/index.php/noticias/2577-mensagem-sobre-protocolo-de-madri-e-
encaminhada-ao-congresso-nacional 

タイトル マドリッド協定に関する書簡が国会に送付される 

要約 大統領府は、商標の国際登録に関するマドリッド協定に関する書簡第 201 号を国会

へ送付した。この書簡は、6 月 21 日付の連邦官報（DOU）に公示されている。1989

年に創設されたマドリッド協定は、自国の登録事務所に出願することにより様々な

国での商標の保護を保有者に対し可能とするもので、さらに商標登録の迅速化も見

込むことができるもの。 

 

日付 2017 年 6 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www12.senado.leg.br/noticias/audios/2017/06/projeto-determina-que-recursos-
de-registro-de-patentes-sejam-investidos-no-inpi 

タイトル 特許出願収入が INPI に投資されることを定める法令案 

要約 ジョゼー・アグリピーノ上院議員（リオ・グランジ・ド・ノルテ州選出、DEM 党）

が提出した 2017 年付法令案第 62 号では、特許出願で得られた出願料収入をブラジ

ル産業財産庁（INPI）自身に投資することを規定している。この措置を支持するク

リストーヴァン・ブアルキ上院議員（ブラジリア連邦直轄区選出、PPS 党）が本提

案の報告者となる。シモーネ・タベット上院議員（マト・グロッソ・ド・スル州選

出、PMDB 党）は、本件に関する公聴会の開催を提案した。法令案は経済問題委員

会での採決間近であり、採決された場合は直接下院に送られる。 
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日付 2017 年 6 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/inpi-concede-indicacao-geografica-para-uvas-finas-de-
mesa-e-erva-mate 

タイトル INPI、生食用ブドウ及びイェルバ・マテの地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 27 日、マリアーウヴァ市の生食用ブドウ製品

に対する生産地表示としての地理的表示の付与登録を行なった。同市はパラナー州

北中部に位置する同州最大のブドウの産地で、「生食用ブドウの街」として知られ

る。この地理的表示は、パラナー州北部・北西部青果生産者協会（Anfrut）の名義

で認められたもの。また INPI の産業財産官報（RPI）第 2425 号では、パラナー州サ

ンマテウス地域産のイェルバ・マテ製品に対する生産地表示としての地理的表示の

付与が公布された。この地域はイェルバ・マテの国内生産の 14％を占める主要産

地で、2009 年には年間約 5 千万トンの生産があった。この地理的表示は、サンマ

テウス・イェルバ・マテ友の会の要請により行われていた。 

 

日付 2017 年 6 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/inpi-participa-de-lancamento-de-relatorio-sobre-
participacao-feminina-em-pesquisa 

タイトル INPI、科学研究分野における女性に関する報告書の発表会に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 22 日、INPI の知的財産・イノベーションアカ

デミーのリタ・ピニェイロ・マシャードコーディネイターは、世界の科学研究にお

けるジェンダーについて分析した「グローバル研究環境におけるジェンダー」と題

された報告書の発表式典に講師として参加した。同氏は、ジェンダーとイノベーシ

ョンに関する討議セッションに参加し、特許におけるジェンダーに関する INPI とし

ての展望について講演した。同報告書は、ウェブサイトでも閲覧可能であるほか、

INPI 図書館でも閲覧が可能。 

 

日付 2017 年 6 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/inpi-participa-de-congresso-de-inovacao-da-industria 

タイトル INPI、工業分野のイノベーションに関する会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官及びマウ

ロ・コウチーニョ INPI サンパウロ市局渉外コーディネイターは、6 月 26 日～28 日

にサンパウロ市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）及び零細小企業支援サー

ビス（Sebrae）主催の「第 7 回ブラジル工業イノベーション会議」に参加した。

INPI はその後援も行なっている。26 日には、全国イノベーション大賞の表彰式があ

り、3,987 件の応募の中から選ばれた 19 社が表彰された。この賞は企業の規模に応

じて 4 区分、さらに各区分に対してイノベーションの内容別（製品、プロセス、マ

ーケティング、組織構成及びイノベーション管理）に賞が与えられるもの。イノベ

ーションの観点で知的財産資産の重要性に着目すると、受賞企業の一例としては
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「グリーン特許」制度で取得した特許を保有しているリオ・グランデ・ド・スル州

の Biotechnos 社が挙げられる。 

 

日付 2017 年 6 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 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-altera-data-de-vencimento-da-gru-a-partir-de-julho 

タイトル INPI、7 月以降の連邦政府納付票（GRU）の納付期限日を変更 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、利用者から寄せられた要望に対し、連邦政府納付

票（GRU）の納付期限日を変更することを決定した。納付票の発行から第 29 日目

が、新たな納付期限となる。この GRU 運用制度上の変更は、ブラジル中央銀行及

びブラジル銀行連盟（Febraban）の通達に適用するため 2017 年 7 月 10 日に実施さ

れるもの。納付期限日の変更こそ行われるものの、特許・商標出願のような INPI の

サービスを受けるためには、従来通り申請の前に納付が完了されていなければなら

ない点に留意が必要。GRU の利用方法については、7 月 4 日付の産業財産官報

（RPI）に決議として関連規則が公布される予定である。また、INPI の GRU 個別発

行サービスについては、7 月 3 日～7 日の間に専用のテストページが開設され、試

行することが可能となる。 

 

日付 2017 年 6 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 Correio Brasiliense 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/06/28/internas_econo
mia,605558/franqueados-criam-associacao-para-fortalecer-modelo-de-franquia.shtml 

タイトル フランチャイズモデルを強化するため、フランチャイジーが協会を設立 

 

日付 2017 年 6 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 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2017-jun-28/empresa-pagamento-continuar-usando-marca-
cielo 

タイトル 連邦地方裁判所、信販会社による Cielo 商標の継続利用を認める判断を下す 

 

日付 2017 年 6 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/inpi-nao-realizara-validacao-de-transferencias-
financeiras-ao-exterior-a-partir-de-1o-de-julho 

タイトル INPI、7 月 1 日より RDE/ROF の審査を中止 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、7 月 1 日から、ブラジル中央銀行システム

（Sisbacen）の電子申告登録システム（RDE）内の金融取引登録モジュール（ROF）
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における、ロイヤリティや技術サービスの対価支払いを目的とした国外への送金に

関わる有効化作業を中止する。これは 2017 年 6 月 27 日付中央銀行回章第 3,837 号

に伴う措置。なお、中央銀行 2010 年 3 月 23 日付決議第 3,844 号第 3 条の規定によ

り、Sisbacen の RDE/ROF システムにおける技術移転契約の登録は引き続き、INPI に

おける登録処理が完了した後に行われる必要がある。 

 

日付 2017 年 6 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/inpi-lanca-pph-com-paises-da-america-do-sul 

タイトル INPI、7 月 1 日より南米諸国との PPH を実施 

要約 7 月 1 日より、ブラジル産業財産庁（INPI）が参加する南米諸国の産業財産におけ

る地域協力システム（Prosul）の一環として、特許の早期審査プログラムが開始さ

れる。この PPH パイロット事業では、INPI に出願した特許の審査結果を得ている場

合、本事業に参加している他国において早期審査を請求することができる。同様

に、他国の審査結果を有している場合は INPI に対する早期審査を請求可能。本事業

には INPI に加え、アルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、パ

ラグアイ、ペルー、ウルグアイの産業財産事務所が参加している。2018 年 7 月 30

日まで実施され、技術分野や出願日は問わない。INPI による PPH パイロット事業と

しては、米国、日本との合意に続く 3 番目に当たるもので、今後も世界各国の産業

財産事務所との協力強化を進める。 

 

日付 2017 年 6 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/novo-consul-geral-do-japao-no-rio-de-janeiro-visita-o-inpi 

タイトル 新たな在リオデジャネイロ日本国総領事が INPI を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官は、6 月 30

日、星野芳隆・在リオデジャネイロ日本国総領事の訪問を受けた。在リオデジャネ

イロ総領事館で日本国特許庁を代表する鹿児島直人・知的財産担当官並びにナミ・

クリスチーナ・タカハシ経済班補佐官も同行した。主に、2017 年 4 月 1 日から開

始されている特許の優先審査プログラムである日本国特許庁・INPI 間の PPH パイロ

ット事業及び、技術移転契約の登録処理を規定している 2017 年付細則第 70 号につ

いて意見交換が行われた。 

 

日付 2017 年 6 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/inpi-recebe-visita-do-embaixador-da-uniao-europeia-no-
brasil 

タイトル INPI、在ブラジル EU 大使の訪問を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・オターヴィオ・ピメンテル長官は、6 月 30

日、ジョアン・ゴメス・クラヴィーニョ在ブラジル EU 大使の訪問を受けた。会合
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の中で、同大使はブラジルの OECD 加盟に対する EU としての支持に関する談話が

あった。 
 

 

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  

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。 

 


