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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.9（2017年 7月分） 

2017年 8月 11 日発行 

日付 2017 年 7 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-lanca-boletim-com-ranking-de-escritorios-nacionais-
de-pi 

タイトル INPI、産業財産庁の国際ランキングを会報として発行 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界の主要な産業財産庁の特許、商標、意匠に関

するランキングの初版を公表した。2015 年の特許出願件数として、INPI は上位 10

位内、商標と意匠では上位 15 位内に入った。一方でブラジル国内出願者によるブ

ラジル及び海外での出願件数では、特許 25 位、商標 13 位、意匠 18 位であった。

このランキングは、世界知的所有権機関（WIPO）に各国の産業財産庁が提出する

データから作成されたものである。また INPI は、今年で 4 年連続となる「2016 年

国内出願者ランキング」を公表した。特許発明出願数では、過去 3 年間のトップで

あった Whirlpool S.A.社は 10 位となり、代わりにミナスジェライス連邦大学

（UFMG）が 1 位となった。いずれも資料は INPI サイトより入手可能。 

 

日付 2017 年 7 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=615 

タイトル 第 37 回 ABPI 国際会議では、William Waack 氏が開会講演を務める 

 

日付 2017 年 7 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 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-mais-uma-indicacao-geografica 

タイトル INPI、パラナ州向けにさらなる地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 4 日付の産業財産官報（RPI）第 2426 号に

て、パラナ州産地表示としての地理的表示が登録されたことを公表した。今回は、

アフリカナイズドミツバチ及びテトラゴスニカ・アングストゥラ種の蜂による蜂蜜
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生産について、「パラナー西部」の地理的名称を付与したもの。パラナ州の養蜂は

1950 年代に始まり、90 年代に養蜂家協会が結成され、後にパラナ西部ベルト地帯

養蜂家族農業協同組合（Coofamel）の創設へと発展している。 

 

日付 2017 年 7 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 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-curso-no-japao-sobre-conscientizacao-
do-publico-em-pi 

タイトル INPI、知的財産の意識向上に関する講習会に日本で参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のナターリア・カランドリーニ広報コーディネイター

とリオ・グランジ・ド・スル州支部のウィルソン・フォガッジ職員は、6 月 13 日

～27 日にかけ、東京で開催された知的財産普及に関する講習会に参加した。この

講習会は、知的財産資産と国際システムの仕組みについての理解を深め、知的財産

教育や国民の意識向上における日本の経験を学ぶ講義からなる。INPI 職員らは、ブ

ラジルの概要、知的財産の出願統計、INPI による意識向上の取り組みについて紹介

した。講習会には、カンボジア、インド、インドネシア、ラオス、マレーシア、メ

キシコ、ミャンマー、フィリピン、タイ、ベトナムの各国からの代表も参加した。 

 

日付 2017 年 7 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 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/escritorios-de-pi-discutem-melhores-praticas-de-exame-
de-patentes-biofarmaceuticas 

タイトル バイオ医薬品特許の審査作業改善について産業財産庁で討議される 

要約 7 月 4 日、研究を基礎とする製薬企業の国際協会である Interpat が主催したバイオ

医薬品分野の産業財産の特許管理と審査の改善に関する交流フォーラムが開催さ

れ、ブラジル、アルゼンチン、メキシコ、スペイン、英国、米国の産業財産庁と、

Sanofi、Bionovis、Eli Lilly、Astellas 各社の専門家がこれに参加した。開会にあたり、

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、医薬品

及び関連プロセスに関する特許出願における国家衛生監督庁（Anvisa）の事前承認

におけるデッドロックを解消する協定が結ばれたことの重要性を強調。これにより

特許承認までの期間が短縮化されることが見込まれるが、バックログの減少や特許

審査官の不足といった課題が未だあることにも触れられた。Interpat 側からは、研

究開発の継続投資のためには特許の保護が極めて高い重要であるとの指摘があり、

医薬品の新たな利用法、既知の成分の代替形態、遺伝子療法、オーダーメイド医薬

品のような革新的なバイオ医薬品向けの特許を記述作成する際の医薬品業界に見ら

れる課題についての問題提起が行われた。 
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日付 2017 年 7 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/autonomia-financeira-do-inpi-avanca-no-senado-e-na-
camara 

タイトル INPI 財源の独自性に関し、連邦上院・下院議会で進展が見られる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の徴収した収入を INPI 自身に再投資する法案が連邦上

院・下院議会で進んでいる。7 月 4 日、上院の経済問題委員会は、INPI の自主財源

の独立性を保証するジョゼー・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）の法案を全会一致で可決した。上院本会議にて原案可決となれ

ば、連邦下院での審議に送られる。INPI は 2016 年に 3 億 5700 万レアルの収入を

得、2015 年比で 8％の増加が見られていた。また同日には、INPI が自ら徴収した資

金の少なくとも 50％が同庁の支出に充当されるようにする 2018 年の予算方針法案

の修正案が、下院議会の経済産業通商サービス開発委員会に提出された。同修正案

は可決され、2018 年予算として計画・公共予算・監督混成委員会に送付される。 

 

日付 2017 年 7 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-publica-primeira-edicao-do-radar-tecnologico-de-
2017 

タイトル 2017 年の「技術レーダー」の初号が発行される 

要約 2017 年初の「技術レーダー」報告書が発行された。テーマは医科・歯科・医療機

器やサプリメントに利用されるナノテクノロジーについて。ナノテクノロジーが治

療、診断、モニタリング、予防、生物学システム管理に及ぼす影響と、ブラジルの

研究開発分野がどのようにこの進展に対応しているかを示す。「技術レーダー」

は、特許に含まれる情報に基づく業界別の統計報告書であり、ブラジル産業の発展

のため、技術情報を戦略的に利用することを奨励するために発行されているもの。 

 

日付 2017 年 7 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/vice-diretor-do-escritorio-do-reino-unido-visita-o-inpi 

タイトル 英国知的財産庁の代表者が INPI を訪問 

要約 7 月 5 日及び 6 日、英国知的財産庁（UKIPO）の代表者らがブラジル産業財産庁

（INPI）のルイス・ピメンテル長官を訪問した。ローレンス・クーレン UKIPO 副代

表との会談では、特許分野における両庁のパフォーマンスについて情報交換が行わ

れた。また UKIPO のアダム・ウィリアムス国際政策部長代理は、持続可能な世界成

長を促進する目的を伴った事業分野向けの融資に特化したファンド資金調達を含め

た、INPI とのパートナーシップにおける英国としての関心も示した。 
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日付 2017 年 7 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=616 

タイトル ABPI 会議にて、ドメイン名紛争の専門家向けの SACI-Adm の次期研修を実施 

 

日付 2017 年 7 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/evento-em-sao-paulo-discutira-projetos-piloto-de-pph 

タイトル PPH パイロット・プロジェクトをテーマとするイベントをサンパウロで開催 

要約 7 月 13 日、ブラジル産業財産庁（INPI）、米国特許庁（USPTO）、日本国特許庁

（JPO）の間で実施されている特許審査ハイウェイ（PPH）パイロット・プロジェク

トに関するワークショップが開催される。イベントでは、INPI のイレーネ・ヴォ

ン・デル・ウェイジ プロジェクトマネージャー・特許調査員が講演。14 時～17 時

半、サンパウロ市内のアメリカ商業会議所（Amcham）で開催される。本イベント

は、商工サービス省（MDIC）、INPI、Amcham、ブラジル工業連盟（CNI）の共催と

なる。 

 

日付 2017 年 7 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 ニュースサイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/inpi-comeca-projeto-que-preve-reduzir-
em-mais-de-90-prazo-de-registro-de-patente.ghtml 

タイトル INPI、特許登録に要する時間の 90%以上の削減を見込むプロジェクトを開始 

 

日付 2017 年 7 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 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/decisoes-de-patentes-e-marcas-crescem-no-primeiro-
semestre-de-2017 

タイトル 2017 年上半期、特許・商標に関する処理件数数は増加 

要約 2017 年上半期に、ブラジル産業財産庁（INPI）に対する特許出願件数は、2016 年同

期比で 7%下落した。一方で、出願者に対する特許付与の件数は 32%増、また不認

可に関しては 19%増となり、行政手順の簡略化、人員増強、自動化処理の改善な

ど、2016 年以来取り組まれてきた対策の結果として、INPI の生産性向上が反映され

たものとなった。商標に関しては前年同期比で、出願、付与、不認可件数がそれぞ

れ 6.8%、13.5%、19.7%増となった。また技術契約に関しても、登録処理件数は

8.6%の増加を見せた。 
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日付 2017 年 7 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 Isto é dinheiro 誌 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.istoedinheiro.com.br/um-novo-modelo-para-amazonia/ 

タイトル アマゾンに向けた新しいモデル 

 

日付 2017 年 7 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 Folha de São Paulo 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/07/1899515-baixos-precos-fazem-
empresas-tirarem-do-mercado-medicamentos-essenciais.shtml 

タイトル 価格の低廉化により、製薬会社による必需医薬品の市場供給が停止 
 

日付 2017 年 7 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-
recebe-inscricoes 

タイトル ブラジル産業財産庁、一般向け知的財産遠隔講習への申し込みを受け付ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、一般向けの知的財産遠隔講習への申込みを 7 月

28 日まで受付けている。この講習は一般向けに、著作権、特許、商標、地理的表

示、意匠、新種苗の保護、不当競争、技術情報、技術契約、国際条約などの知的財

産に関連する理解を深めることを目的に実施され、75 時間の授業と専門家による

チュートリアルからなる。講習は 8 月 1 日から 9 月 29 日まで。 

 

日付 2017 年 7 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/averbacao-de-contratos-tem-novas-diretrizes-de-exame 

タイトル 技術契約書の登録処理の審査で新たな指針が発効 

要約 7 月 11 日、知的財産権ライセンス、回路配置利用権、技術移転、フランチャイズ

契約の登録処理のための新たな審査指針を規定するブラジル産業財産庁（INPI）

2017 年付決議第 199 号が発効した。この指針は、これら契約書の登録処理手続の

簡素化を図る 2017 年付規範的命令第 70 号により導入された変更点を反映したもの

で、契約当事者双方に法的な独立性を保証するものとなっている。 
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日付 2017 年 7 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 ニュースサイト JOTA ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://jota.info/justica/inpi-deve-examinar-pedido-de-patente-feito-ha-12-anos-11072017 

タイトル INPI に対し、12 年前に出願された特許の審査実施を義務付け 

 

日付 2017 年 7 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 連邦下院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CIENCIA-E-TECNOLOGIA/537740-
COMISSAO-DE-CIENCIA-E-TECNOLOGIA-APROVA-INCENTIVO-PARA-EMPRESA-QUE-
INVESTIR-EM-INOVACAO.html 

タイトル イノベーションに投資する企業向けの税制優遇 

要約 連邦下院議会の科学技術通信委員会にて、海外の大学や研究開発機関との契約下で

進められる技術研究・開発にかかる支出を、法人所得税課税のための純利益の算出

の際に控除することを認める法案が可決された。提案されている優遇措置は、技術

革新に対するインセンティブを定めた 2005 年付法令第 11,196 号、通称「資本財

法」に追記されるもの。ただし、研究開発投資が海外に流出することを防ぎ、国内

で技術開発活動が行われるようにするため、法人の研究開発にかかる年間支出の

20%を越えることは認められないとした。またその際の契約先としては、海外の大

学や研究機関に限定され、海外企業はその対象から外された。本法案は今後、財政

税制委員会及び憲法司法市民権委員会で審議される。 

 

日付 2017 年 7 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 連邦貯蓄銀行（CAIXA） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www20.caixa.gov.br/Paginas/Noticias/Noticia/Default.aspx?newsID=5059 

タイトル INPI、ブラジル連邦貯蓄銀行ブランド「CAIXA」を著名商標として認知 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、通称「カイシャ（CAIXA）」で知られるブラジル連

邦貯蓄銀行カイシャ･エコノミカ･フェデラルの CAIXA ブランドを著名商標として認

識することを認めた。INPI は 2005 年付決議第 121 号にて、著名商標に特別な保護

を受ける権利があることを定めていた。今回著名商標として区分されたことによ

り、いかなる製品・サービスの分野においても、これに類似していたり、あるいは

関連性が認められない商標の登録が行われた場合、これまでに CAIXA ブランドが獲

得してきた名声や評判が保護されることとなる。また INPI は同様に、Visa、Kibon、

Moça、Aymoré、3M、Cica、Natura、Ninho、Fiat といった商標を著名商標として認

めている。これら全てにおいて、ブラジルにおいて一定の十分な期間に当該ブラン

ドが使用され、また商標としての保護を受けていることが確認されている。 
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日付 2017 年 7 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/pi-em-questao-ocorrera-dia-14-07-com-palestrante-
internacional 

タイトル 「知的財産の今」イベント、海外からの講演者を迎える 

要約 7 月 14 日（金）のブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーでは、「知的財産の今」

と題してメルボルン大学（オーストラリア）の Paul H. Jensen 教授を海外からの講

師として迎えた。講演では、特許の国際審査の結果とそれが公共政策に与える影響

について取り上げた。同教授は、オーストラリア知的財産調査機構及びオックスフ

ォード大学知的財産研究センターの研究員で、またアジア太平洋革新会議の評議員

も務める。 
 

日付 2017 年 7 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 O Estado de São Paulo 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://ciencia.estadao.com.br/noticias/geral,burocracia-e-falta-de-recursos-freiam-
pesquisa-e-inovacao-no-pais,70001894557 

タイトル 煩雑な手続きと資金不足が国内の研究・イノベーション活動を減速させる 

 

日付 2017 年 7 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/presidente-do-inpi-visita-trf2 

タイトル INPI、司法官向けの知財講習に関するパートナーシップについて連邦裁判所と協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、7 月 19 日、連邦第二管

区裁判所長官（TRF2）のアンドレー・フォンテス判事と会談した。アンドレー判事

は、INPI と TRF2 の間で学術・技術的な情報交換を行なうパートナーシップを結

び、知的財産権に関する判事の知識の向上を目指した講習会を開くことで、連携を

密にしたいとの関心を示した。これに対し INPI 長官は、すでに INPI が南米、中

米、カリブ諸国やメキシコの産業財産庁と協定を結び研究に力を注いでいると述

べ、この講習の継続的な実施を確実なものとするため、世界知的所有権機関

（WIPO）とともにこれに参加したい意向を伝えた。 

 

日付 2017 年 7 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 O Valor 紙 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/brasil/5044244/solucao-extraordinaria-propoe-limpeza-em-
estoque-de-patentes 

タイトル 連邦政府、特許に係るバックログ解消に特別な解決策を提案 
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日付 2017 年 7 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/prosur-lanca-nova-plataforma-web-com-ferramentas-que-
facilitam-tramitacao-de-marcas-e-patentes 

タイトル PROSUR、商標と特許の手続きを簡素化する新たな Web プラットフォームを発表 

要約 2012 年から活動を開始した南米諸国の産業財産における地域協力システム

（PROSUR）では、知的財産の検索・検討・管理を行うための無料のオンライン・

プラットフォームを新たに南米諸国民向けに提供開始した。www.prosur.org から参

照可能。この取組みは PROSUR に加盟するアルゼンチン、ブラジル、チリ、コロン

ビア、エクアドル、パラグライ、ペルー、ウルグアイ、コスタリカ、ニカラグア、

パナマ、ドミニカ共和国の 12 ヶ国協同で実施されるもの。システム上では、英

語、スペイン語、ポルトガル語が利用可能で、PC 及びスマートフォンといった各

種デバイスから参照することができる。特徴的な機能としては、他国の知的財産関

係者との情報交換を可能とする PROSUR コミュニティ、キーワードによる Nice シス

テムの分類の検索を可能とする商標に係る製品・サービス分類システム、失効した

特許を検索できるパブリック・ドメイン検索システム、どの国で知財の届出を行な

うのか望ましいかを示す統計地図、PPH パイロットプログラムについて等がある。 

 

日付 2017 年 7 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/omc-realiza-a-setima-revisao-da-politica-comercial-do-
brasil 

タイトル WTO、第 7 回対ブラジル貿易政策検討会合を開催 

要約 世界貿易機関（WTO）は、7 月 17 日～19 日にかけ、ジュネーブにて第 7 回対ブラ

ジル貿易政策検討（TPR）会合を開催した。知的財産分野では、バックログ解消の

ためのブラジルの取組みについて EU より評価が与えられた。また、技術ライセン

スの契約書登録処理にかかる手続きの簡素化についても肯定的な評価を受けた。一

方で、米国は、特に三ヶ国国境地点（パラグアイ、アルゼンチン、ブラジル）にお

ける模倣品の監視措置の必要性を訴えている。この検討会合は、国際貿易の改善の

ための監視メカニズムとして WTO 内に設けられているもので、WTO 加盟国は定期

的に自国の貿易政策の見直しを受けている。 

 

日付 2017 年 7 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/inpi-recebe-especialistas-para-discutir-sistema-global-de-
circulacao-de-sentencas 

タイトル INPI、国際判決回覧システムに関する協議のため専門家らの訪問を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、7 月 19 日、ナージア・

デ・アラウージョ弁護士とマルセロ・ナルジ連邦判事の訪問を受けた。会議では、

判決の国際回覧システム事業及びブラジルにおける知的財産に関する意見交換が行
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われた。本事業はハーグ国際私法会議の範疇で協議されているもので、世界貿易の

リスクや不確実性を軽減するため、司法判決の国際的な回覧を単純かつ安全に実現

するシステムの構築を目指すもの。 

 

日付 2017 年 7 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/dez-anos-de-enapid-esforco-de-pesquisa-em-propriedade-
intelectual-1 

タイトル Enapid 会合の 10 年間：知的財産に関する研究への努力 

要約 来る 9 月 19 日～21 日にかけ、今年で第 10 回となる知的財産・イノベーション・

開発学術会合（Enapid）がリオデジャネイロで行われる。ブラジル産業財産庁

（INPI）は、この第 1 回を 2008 年にリオデジャネイロで開催した。これは同庁に新

設されたばかりの知的財産アカデミーの教師陣による小規模な集まりとして始まっ

たものであった。アカデミー修士第一期生と外部専門家が参加する会合での発表内

容の質の高さから全国的に評判となり、州外からの参加者を集めるようになる。こ

の会合の創設当時は、ブラジルにおける知的財産分野の学術研究はまだ非常に欠乏

しており、国内だけでなく海外でも、科学イベントや関連誌でこの分野の成果発表

の機会は与えられてこなかった。あくまで法学分野での議論しか行われてこなかっ

たことから、他の学術分野とのインターフェースを設ける必要性が指摘され、INPI

アカデミーが自らの活動の可視化を図るために創設された。また「知的財産の今」

セミナーも、産官学で知的財産に関する議論を深めるためのイベントとしてこの

Enapid と同時期に開設されている。 
 

日付 2017 年 7 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 ニュースサイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/sp/mogi-das-cruzes-suzano/noticia/policia-apreende-mais-de-400-
pares-de-tenis-falsificados-em-mogi.ghtml 

タイトル モジ・ダス・クルーゼス市にてスポーツシューズの模倣品 400 点以上が警察により

押収される 

 

日付 2017 年 7 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/mdic-implanta-grupo-de-trabalho-da-industria-4.0 

タイトル 商工サービス省、インダストリー4.0 のワーキンググループを設置 

要約 商工サービス省のマルコス・ジョルジ大臣代行は、7 月 26 日、インダストリー4.0

ワーキンググループ（GTI 4.0）の設置にかかる会合を開いた。GTI 4.0 は、国内産業

に対して影響力のある他の政府施策との相互関連性を保ちつつ、インダストリー

4.0 の国家戦略を提案することを活動目的としている。ブラジル産業財産庁（INPI）

からは、ルイス・ピメンテル長官、エレン・サンパイオ ブラジリア地域支部長が出
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席した。同長官によると、INPI は特許、コンピュータプログラム、回路配置、工業

意匠の登録を通じて、インダストリー4.0 の新たな先進的な製造技術の法的保護の

ニーズに応えていくとしている。GTI 4.0 は、商工サービス省が主体となって運営さ

れ、教育省、科学技術革新通信省、財務省、労働省、戦略特別局、ブラジル社会開

発銀行（BNDES）、企画・研究融資機関（FINEP）、ブラジル工業革新・研究公社

（EMBRAPII）、国家科学技術開発審議会（CNPq）、ハイレベル人材養成業務統括所

（CAPES）、さらに民間からも複数の業界団体が参加する。 

 

日付 2017 年 7 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 ニュースサイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/espirito-santo/noticia/restaurante-no-es-e-condenado-a-pagar-r-10-
mil-por-copiar-cardapio-de-concorrente.ghtml 

タイトル エスピリト・サント州の飲食店が競合店のメニューを模倣したとして 1 万レアルの

賠償を命じられる 

 

日付 2017 年 7 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-abordara-cooperacao-entre-escritorios-de-pi-no-
xxxvii-congresso-internacional-da-propriedade-intelectual 

タイトル INPI、第 37 回 ABPI 会議において各国の産業財産庁間の協力について発表する予定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、8 月 20 日～22 日にリオ

デジャネイロ市で開催される第 37 回知的財産会議に参加する。同長官は、「商標

と特許の共同審査：各国の産業財産庁間の共同作業の経験」パネルにて、バックロ

グ解消のために INPI が採用してきた施策について発表する予定である。同会議は、

ブラジル知的財産協会（ABPI）が主催して開催されるもので、本年のテーマは「現

在の世界政治・経済の中の知的財産権」となっている。 

 

日付 2017 年 7 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/analise-de-marcas-coletivas-de-certificacao-e-
tridimensionais-ja-esta-em-2017 

タイトル 2017 年に出願された共同出願商標、認証商標、立体商標を審査中 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、すでに 2017 年になって出願された共同出願商標、

認証商標、立体商標の審査を開始している。これらは、特別な要件を有していたり

追加的な書類の提出を必要とするため、審査作業がより複雑かつ特別なものとな

る。そのため、これらの出願案件は通常とは異なる審査待ちの列に仕分けられる。

2013 年以来、INPI ではこれらの審査に特化したワーキンググループの強化といっ

た、審査待ち時間を短縮するための数々の施策に取り組んでいる。INPI には、共同

商標が年間約 900 件、認証商標が年間 300 件、立体商標が年間 160 件出願されてい
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るが、共同商標と認証商標に関しては区分ミスや書類不備案件がその 90%以上を占

め、審査官がそのような誤りを認めた場合には、出願者にその修正を求めている。

現在、INPI には 273 件の共同商標、68 件の認証商標、476 件の立体商標が登録され

ている。 

 

日付 2017 年 7 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/mdic-e-inpi-abrem-consulta-publica-sobre-proposta-para-
combater-backlog-de-patentes 

タイトル 商工サービス省・INPI が特許バックログ解消のための提案に関するパブリック・コ

メントを募集 

要約 商工サービス省（MDIC）とブラジル産業財産庁（INPI）は、出願特許の審査バック

ログを解消するため、特許出願の処理をより簡素化する手順の規則化提案に対する

パブリック・コメントの募集を開始することを発表した。この提案では、この規則

の公布日までに出願受付もしくは審査要求が行われた審査待ちの特許に関し、必要

要件を正しく満たし、第三者からの異議申し立てを受けなかった場合に関し、90

日後に申請が認められることとなる。医薬品の特許出願に関しては、この簡素化さ

れた手順は適用されない。パブリック・コメントは 8 月 21 日まで受付けされる。

なお、この規則の文面案と提案されている手続きフローに関しては、INPI サイトの

パ ブ リ ッ ク ・ コ メ ン ト の ペ ー ジ （ http://www.inpi.gov.br/menu-

servicos/patente/consultas-publicas）に掲載されている。 

 

日付 2017 年 7 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-participa-de-curso-de-pi-no-programa-inovativa 

タイトル INPI、ブラジル InovAtiva プログラムの知的財産に関するビデオ・オンライン講習に

参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジル InovAtiva プログラムのポータルサイトで

公開されている知的財産権に関する講習のビデオシリーズに参加している。ビデオ

教材内では、商標登録や特許出願をテーマに取り上げている。これらのビデオ教材

は、INPI と零細小企業支援サービス機関（Sebrae）の技術協力協定の中で作成され

たもので、InovAtiva の YouTube チャンネルでも一般公開されている。InovAtiva プ

ログラムは、ブラジルにおける革新的ビジネスの促進を目的とした無料プログラム

で、商工サービス省（MDIC）が Sebrae と共同で展開している。 

 

日付 2017 年 7 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 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/2017/07/proprietario-de-marca-de-alto-
renome-podera-pedir-registro-a-qualquer-tempo 
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タイトル 著名商標の保有者はいつでも登録申請が可能 

要約 著名商標と呼ばれる、一般によく知られている商標の所有者は、ブラジル産業財産

庁（INPI）に対していつでも申請をすることができるようになる。これは、上院本

会議場での採決間近の 2015 年付法案第 86 号で規定されているもの。上院の科学技

術・イノベーション・情報通信委員会における報告者代理を務めるジョルジ・ヴィ

アナ議員（アクレ州選出・PT 党）によると、この法案は、知的財産法として知ら

れる 1996 年付法令 9,279 号の規定上の空白を埋めるもので、ブラジルで登録され

ている商標のうち著名商標と認められるものについて、業種に関係なく特別に保護

されることを保証するものであると説明している。 
 

日付 2017 年 7 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=620 

タイトル INPI、特許の手続き簡素化のためのパブリック・コメントの募集を開始 

 

日付 2017 年 7 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 サイト Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.conjur.com.br/2017-jul-31/opiniao-norma-inpi-viabilidade-remessa-royalties 

タイトル より多額のロイヤリティ送金の可能性を生み出した INPI の新規則 

 

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。 


