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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.12（2017年 10月分） 

2017年 11月 6日発行 

日付 2017 年 10 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/unidades-regionais-do-inpi-nao-terao-mais-protocolo-a-
partir-de-02-10 

タイトル 10 月 2 日より、INPI の地域支部における申請受理を停止 

要約     8 月 14 日付で発表されたように、10 月 2 日より、ブラジル産業財産庁（INPI）はブ

ラジリア連邦区、サンパウロ、ポルトアレグレ、フロリアノーポリス、クリチバ、

ベロ・オリゾンテ、ヴィトリア、フォルタレーザ、レシフェ、アラカジュ、ゴイア

ニア、マナウスに設置されている地域支部での申請受理サービスを停止する。今後

は原則として電子申請システムを利用することが必要となり、書類による申請は、

その必要があるときに例外的に郵送もしくはリオデジャネイロの INPI 本部で受理さ

れる。新たな手順の詳細については、 8 月 23 日付の通知（リンク：
http://www.inpi.gov.br/comunicados/inpi-fecha-protocolo-das-unidades-regionais-em-02-

10-veja-como-proceder）を参照のこと。 
 

日付 2017 年 10 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/inscricoes-abertas-para-curso-a-distancia-de-propriedade-
intelectual 

タイトル 知的財産に関する遠隔講習の申込み受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）の協力のもと実施す

る、2017 年度の知的財産総合遠隔講習（DL 101P BR）第 4 期の申込受付が、先着順

で開始された。10 月 21 日締切。無料でオンラインにて実施される本講習は、75 時

間のカリキュラムで、知的財産に関連するブラジル法令に即した広範なテーマにつ

いて総合的に学習できるものとなっている。講習期間は 10 月 23 日～12 月 22 日ま

で。テーマとしては、著作権、特許、商標、地理的表示、意匠、新種苗の保護、不

公正競争、技術情報、技術契約、国際条約などで、国内専門家がチューターとな

る。申込みは WIPO の利用者センターのページから行なう。（リンク：

http://wipo.int/academy/pt/courses/rp_catalog/index.jsp） 
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日付 2017 年 10 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/ompi-inicia-assembleia-geral-em-genebra 

タイトル INPI、ジュネーブにおける WIPO 総会に出席 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 10 月 2 日、ジュネーブで開会した世界知的所有権機

関（WIPO）総会に参加した。前日の 10 月 1 日には、フランシス・ガリーWIPO 事

務局長が、各国訪問団の代表者と当分野における公共政策の見通しと知的財産の枠

組みの将来について協議する会合を持ち、INPI からはルイス・ピメンテル長官がこ

れに参加した。同事務局長は、2015 年に WIPO の特許、商標、意匠の出願数がそれ

ぞれ 290 万件、600 万件、87 万件となったことに触れ、これらを処理することが全

ての国の共通の課題となったと説明し、国際協力のメカニズムと新たな情報技術

が、知的財産管理の改善を今後もたらし得ると述べた。また同日、ルイス・ピメン

テル長官はイベロアメリカ知的財産プログラム（IBEPI）の会合にも参加。IBEPI の

組織化に必要な手続きに加え、各国の産業財産庁の活動やプログラムの進展状況に

ついて協議が行われた。 

 

日付 2017 年 10 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-com-o-reino-unido 

タイトル INPI、英国との会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は世界知的所有権機関（WIPO）総会の会期中にある 10

月 3 日、ジュネーブにて、英国知的財産庁（UKIPO）のチム・モス長官と会合を行

なった。INPI と UKIPO 両機関の情報交換と協力に関し協議した。審査品質など産業

財産庁の運営管理に関する近況報告、ブラジルによるマドリッド協定への批准の可

能性、特許バックログの解消、2 国間の PPH 導入の可能性などがテーマとなった。 

 

日付 2017 年 10 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/brics-se-reunem-para-discutir-a-cooperacao-em-pi 

タイトル BRICS 諸国が知的財産分野での協力について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は世界知的所有権機関（WIPO）総会の会期中にある 10

月 3 日、ジュネーブにて、BRICS 諸国の産業財産庁の代表団と会合を持ち、2018 年

へ向けての協力活動計画について協議した。ブラジルからはルイス・ピメンテル長

官が参加し、ロシアからグリゴリー・イヴリエフ氏、インドから O.P.グプタ氏、中

国からシェン・チャンギュー氏、南アフリカからロリー・ヴォラー氏が出席した。

会合では、WIPO 総会で協議されている現在の知的財産分野の課題、次年度の共催

イベント、同諸国ブロックとしては最初のウェブページ（IP BRICS）の紹介が行わ

れた。BRICS 諸国は重点的に取り組む活動を各国で担当しており、このうちブラジ

ルは伝統的知識と特許の再区分を取り組みを担当している。 
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日付 2017 年 10 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-se-reune-com-euipo-durante-assembleia-geral-da-
ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会の間に EUIPO 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、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 3 日、ジュネーブにて、欧州産業財産庁

（EUIPO）のクリスチャン・アルチャンビュー副長官との会合に参加した。会合で

は、INPI と EUIPO 間での情報交換に加え、ブラジルによるマドリッド協定への批准

の可能性、ラテンアメリカ IP Key 事業について協議が行われた。ラテンアメリカ IP 

Key 事業は 9 月 25 日 INPI 本部で行われた EUIPO との会合にて提案があったもの

で、この事業を通じて EUIPO が IT ツールの開発、審査や管理のグッドプラクティ

スに関する交流を推進することが可能となる。 

 

日付 2017 年 10 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/brasil-e-franca-discutem-cooperacao-em-propriedade-
industrial 

タイトル ブラジルとフランスが知的財産分野の協力について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 3 日、ジュネーブにて、フランス産業財産庁の

ロマイン・ソウベイラン長官との会合に参加した。会合では、ブラジルによるマド

リッド協定への批准の可能性、バックログ削減へ向けた取り組み、両国間の協力関

係について協議が行われた。 

 

日付 2017 年 10 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/brasil-e-japao-discutem-pph-cooperacao-em-pi-e-
protocolo-de-madri 

タイトル ブラジルと日本が特許審査ハイウェイ、知的財産に関する協力、マドリッド協定に

ついて協議する 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 3 日、ジュネーブにて、日本国特許庁（JPO）

の宗像直子長官との会合に参加した。会合では、審査における訓練や協力の申入れ

など知的財産分野での協力、ブラジルによるマドリッド協定への批准の可能性、ブ

ラジル・日本間で実施中の PPH に関する協議が行われた。本年 4 月に始まった両国

間の PPH 事業においては IT 分野を対象としており、すでに 39 件の申請がなされて

いる。 
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日付 2017 年 10 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 サイト Migalhas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI266468,21048-
INPI+reconhece+Brastemp+e+Consul+como+marcas+de+alto+renome 

タイトル INPI、Brastemp と Consul を著名商標として認定 

 

日付 2017 年 10 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-evento-com-diretor-geral-da-ompi-e-
representantes-da-america-latina 

タイトル INPI、WIPO 事務局長と南米諸国の代表者のイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のローリス・バエナ検事長は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 4 日、ジュネーブにて、WIPO のフランシス・

ガリー事務局長との昼食会に南米諸国の産業財産庁の代表者らと出席した。本イベ

ントには、WTO 等経済機構におけるブラジル大使であるエヴァンドロ・ヂドネッ

ト氏も参加した。 

 

日付 2017 年 10 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-se-reune-com-o-dpma-para-discutir-cooperacao 

タイトル INPI、協力関係について協議するために DPMA との会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 4 日、ジュネーブにて、ドイツ商標特許庁

（DPMA）のコルネリア・ルドロフ・シェファー長官との会合に参加した。話し合

われたテーマとしては、INPI における図形商標検索ツールの導入、先進産業・イン

ダストリー4.0 へ向けた特許審査におけるブラジル審査官の訓練、マドリッド協定

に批准した際の DPMA の経験の共有など。現在 DPMA と交わされている覚書に定め

られた期限は、来年 10 月までとなっている。 

 

日付 2017 年 10 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-e-uspto-discutem-o-pph-entre-os-dois-escritorios 

タイトル INPI と USPTO、両国の産業財産庁間の PPH について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 4 日、ジュネーブにて、米国特許商標庁
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（USPTO）のジョゼフ・マタル長官との会合に参加した。2018 年 1 月 10 日に終了

する予定の PPH パイロット事業について主に協議された。本事業では 9 月 5 日まで

に 57 件の出願を受付け、そのうち 24 件が承認されている。さらに、ブラジルの出

願者が提出する ICP-Brasil 認証付きの電子フォーマット書類の認識の際に USTPO 側

で問題が起きている件で、WIPO DAS を解決策として利用することについても、本

会合にて協議が行われた。 

 

日付 2017 年 10 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-do-ibepi-em-genebra 

タイトル INPI、ジュネーブにて IBEPI の会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 4 日、ジュネーブにて、イベロアメリカ知的財

産プログラム（IBEPI）の参加国会合に出席した。IBEPI は、知的財産を戦略的に利

用することを通じてイベロアメリカ社会の開発・発展を促進することを目的として

おり、アルゼンチン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、グァテマラ、エクアド

ル、スペイン、メキシコ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、ドミニカ共和国、ウ

ルグアイといった国々が参加している。この会合では、10 月 1 日に行われた前回

会合の主要なテーマについて振り返り、知的財産権の保護と普及促進のための国際

協力プレーヤーとの関係構築について協議した。本会合には、欧州産業財産庁

（EUIPO）、欧州特許庁（EPO）の代表者も参加した。2018 年より、INPI のルイ

ス・ピメンテル長官は 1 年間、本グループの会長を務め、以後会長職は参加国間で

持ち回りとなる。 

 

日付 2017 年 10 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-mantem-protocolo-nas-unidades-regionais 

タイトル INPI、地域支部での書類受付を継続 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、10 月 2 日付で終了する予定だった地方支部での書

類受付を、庁内の調整の必要が生じたために引き続き継続している。現時点では書

類受付を停止する新たな日は設定されていない。 

 

日付 2017 年 10 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-negociacoes-de-pi-no-acordo-mercosul-
ue 

タイトル INPI、メルコスル・EU 間の知的財産分野での協定交渉に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、9 月 25 日～29 日の間、ブラジリアにて、メルコス

ルと EU の両地域間交渉委員会の地理的表示、商標、意匠に関する協議に参加し
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た。メルコスル側からは、INPI のダニエル・オリヴェイラ国際関係コーディネイタ

ーを始め、加盟諸国の産業・通商・サービス関係の省庁、外務省、保健省、農務

省、国税庁代表者が参加した。 

 

日付 2017 年 10 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/indicacoes-geograficas-sao-tema-de-reuniao-com-a-oapi 

タイトル OAPI との会合で地理的表示について協議される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、アフリカ知的財産機構

（OAPI）のデニス・ロウコウ・ブホッソウ事務局長との会合に参加した。アフリカ

諸国が自国製品の透明性確保へ向けて整備を進めている地理的表示が、会合の主要

なテーマとなった。 

ベニン共和国、ブルキナファソ、カメルーン、中央アフリカ共和国、コモロ、コン

ゴ、コートジボワール、ガボン、ケニアビサウ、赤道ギニア、マリ、モーリタニ

ア、ニジェール、セネガル、チャドとトーゴが OAPI に参加している。 

 

日付 2017 年 10 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/prosul-se-reune-durante-assembleia-da-ompi 

タイトル WIPO 総会の会期中に Prosur 会合が開かれる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、南アメリカ諸国産業財

産庁間における協力強化プロジェクト（Prosur）の執行委員会会合に参加した。主

に、加盟諸国の知的財産システムの利用者を支援しシステム自体の普及を図ること

を目的とした Prosur Conecta 及び Prosur Proyecta などのプラットフォームの開発や

商標の地域統一フォーマットの導入についての協議が行われた。Prosur 執行委員会

はまた、WIPO インフラ部門代表者の高木喜幸氏及びベアトリス・アモリン・ボー

ヘル南米カリブ地域事務所長と会合を行ない、Prosur 事務所開設の参考として、各

国の特許庁が出願特許に関連する調査・審査文書を安全に共有する仕組みである

WIPO CASE の紹介を受けた。 

 

日付 2017 年 10 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-discute-ampliacao-da-cooperacao-com-a-academia-
da-ompi 

タイトル INPI、WIPO アカデミーとの協力拡大について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、シュリフ・サダラー
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WIPO アカデミー代表、ベアトリス・アモリン・ボーヘル南米カリブ地域事務所長

と会合を行ない、INPI の知的財産・イノベーション・開発アカデミーとの協力にお

ける活動拡大に関して協議した。 

 

日付 2017 年 10 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-discute-com-escritorio-suico-revisao-das-relacoes-
entre-os-dois-paises-sobre-pi 

タイトル INPI、知的財産に関する 2 国間関係の見直しについてスイス産業財産庁と協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、スイス連邦産業財産庁

（IPI）のフェリックス・アドール副長官との会合に参加した。会合では主に、2 国

間の知的財産分野での協力拡大と経験の交流に関して話し合われ、当分野における

従来の両国関係の見直しと、相互の関心事項や協力分野について協議を行う場とし

て合同経済委員会を設置する取組みについても話合われた。 

 

日付 2017 年 10 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/brasileiros-e-dinamarqueses-discutem-cooperacao-em-pi 

タイトル 知的財産分野における協力についてブラジルとデンマークが協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、デンマーク特許商標庁

（DKPTO）の代表者らとの会合に参加し、両国間協力について協議した。本年 12

月には、INPI 代表団がデンマークを訪問する予定となっている。 

 

日付 2017 年 10 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-debate-com-a-ompi-preparacao-para-adotar-o-
protocolo-de-madri 

タイトル INPI、マドリッド協定への批准準備のために WIPO 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、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 5 日、ジュネーブにて、ブラジルによるマドリ

ッド協定への批准の可能性とその際の新たなシステムの導入支援について協議する

ため、WIPO のワン・ビンイン商標・意匠部門副事務局長、マルクス・ホッペーガ

ー マドリッド協定登録局長、デビー・ロエニングマドリッド協定法務部長との会合

に参加した。INPI からは、同協定に参加した他国で、商標出願件数にどのような増

加が見られたかの情報提供を求めたほか、INPI 職員が同協定の会合や訓練に参加す

るための資金確保の方法についても協議が行われた。ブラジルによるマドリッド協

定の批准へ向けた動きとして、本年 6 月 20 日には大統領府より連邦議会に対し、
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マドリッド協定の採用に関する書簡 201 号が送付されているところである。 

 

日付 2017 年 10 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 文科省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.cultura.gov.br/banner-2/-/asset_publisher/0u320bDyUU6Y/content/gt-da-
pirataria-promove-primeira-reuniao-nesta-quinta-feira/10883 

タイトル 模倣品ワーキンググループが木曜日に初の会議を開催 

要約 模倣品の撲滅と青少年の意識向上へ向けた取り組みについて、ジョアン・バチス

タ・シルバ 文科省視聴覚局長が主催する模倣品対策ワークンググループ（GT）の

初回会議で協議された。本年 8 月に行われた映画上級評議会（CSC）の会合でセル

ジオ・サー・レイトン大臣により創設されたこの GT は、文科省及び国家映画監督

庁（Ancine）が模倣品撲滅政策及び活動計画を策定する際に支援することを目的と

したものである。この会合には、業界関係者、映画プロデューサー、法務省、科学

技術省など関連する政府機関も参加した。ジョアン局長は、GT 参加者の懸念が明

確になったとして、GT の最終目標はブラジルの視聴覚部門への影響を最小化する

対策の立案にあると説明した。ケーブルテレビ協会の最近の調査結果によると、約

3 百万の家庭が違法ケーブルテレビを視聴し、ユーザの 50%が違法サイトにアクセ

スしており、これらから年間 12 億レアル相当の税収損失が生じているとされる。 

 

日付 2017 年 10 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/brasil-e-europa-assinam-parceria-para-acelerar-analise-
de-patentes 

タイトル ブラジルと欧州が特許審査の迅速化へ向けた協力で合意 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 4 日、ジュネーブにて、欧州特許庁（EPO）の

ブノワ・バティステリ長官の会合に参加し、戦略分野の特許審査の迅速化を目的と

した協定を締結した。本合意では、特許庁間の協力方法として世界的に採用されて

いる PPH を締結することで、特許審査の迅速化を図るもの。年間 300 件までの医

療・化学分野（医薬品を除く）の特許を対象とする。INPI はすでに、米国、日本、

Prosur に加盟するラテンアメリカ諸国と PPH 協定を結んでいる。 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-e-escritorio-de-pi-da-nova-zelandia-se-reunem-em-
genebra 

タイトル INPI とニュージーランド産業財産庁がジュネーブで会談 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、世界知的所有権機関

（WIPO）総会の会期中にある 10 月 6 日、ジュネーブにて、ニュージーランド産業

財産庁（IPONZ）のロス・ヴァン・デル・シッフ特許・商標・意匠コミッショナー

との会合に参加した。IPONZ は、知的財産権を安価に簡素化された仕組みで保証す

ることを実現した世界初の完全オンラインモデルを有する産業財産庁であることか

ら、両国間の IT 面での経験交流に関して主に協議された。 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-participa-da-abertura-do-congresso-da-lidc 

タイトル INPI、LIDC 会議の開会式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のジュリオ・モレイラ特許・コンピュータープログラ

ム、回路配置利用権部長、及びアナ・パウラ・ゴメス・ピント INPI 官房長は、10

月 6 日、ブラジル知的財産協会主催の国際競業法連盟（LIDC）会議の開会式に参加

した。本イベントは競業法を前にした知的財産上の課題について協議するもので、

10 月 8 日までリオデジャネイロで開催されている。LIDC 会議がブラジルで開催さ

れるのはこれが初めて。 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-e-escritorio-sueco-discutem-cooperacao-na-area-de-
patentes 

タイトル ブラジルとスウェーデンは協力について会合する 

要約 10 月 6 日、INPI ルイス・ピメンテル長官とスウェーデン特許登録庁（PRV）法律評

議会長カリン・ベルグとブラジルとスウェーデンについて協議した。9 月 28 日に

は PRV 代表団が INPI 訪問し、バックログとブラジル審査員研修に注目する事に関

して話し合った。 

 

日付 2017 年 10 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/2017/10/registro-de-patente-
para-mpes-pode-sair-em-menos-de-um-ano-no-brasil/ 

タイトル 零細・小企業による特許はブラジルで 1 年以内に登録可能に 
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日付 2017 年 10 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 サイト 24 Horas News ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.24horasnews.com.br/noticia/decon-intensifica-combate-a-pirataria-e-
apreende-400-tenis-falsificados.html 

タイトル 消費者刑事部が模倣品対策を強化し、模倣品シューズ 400 足を押収 

 

日付 2017 年 10 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/depositos-de-patentes-sobem-e-de-marcas-caem-em-
setembro 

タイトル 9 月度の特許出願は増加、商標申請は減少 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、経済関係補佐局が作成した 2017 年 9 月度の知的財

産月報を公表した。これによると、月間の特許出願数は前月比 0.5%増の 2,304 件

で、年初からの累計件数は前年比 7.8%減となる 21,109 件となった。同月の商標の

申請件数は 16,440 件で、前月比では 15%の減少。年初からの累計件数は 137,527 件

と前年同期比で 9.9%の増加を見せた。意匠は、前月比 5%増の 496 件の申請があ

り、年初からの累計件数は前年同期比で 2.6%減となっている。コンピュータープロ

グラムの登録件数は 85 件と、前月比 57.5%の減少が見られ、年初からの累計件数

では 1,249 件で前年度とほぼ変わらない。技術契約の処理件数は、前月比 22.9%減

となり、年初からの累計では前年同期比で 14.2%増の 846 件となった。同報告書に

はこれらの統計に加えて、出願元国別の件数の割合、Prosul 諸国別の件数も掲載さ

れている。 

 

日付 2017 年 10 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/pi-em-questao-de-18-10-discute-igs-e-certificacoes 

タイトル イベント「知的財産の今」にて、地理的表示と認証に関して協議される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデミーが主催

する次回の「知的財産の今」イベントは、「原産地証明 － 地理的表示と認証の相

互連携の可能性」をテーマとして、10 月 18 日にリオデジャネイロ市内にて開催さ

れる。同イベントは学術的観点から、知的財産に関連するテーマについて議論する

ことを目的に開催されるもの。メールによる参加申込みを受け付けている。 

 

日付 2017 年 10 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/antonio-campinos-ira-presidir-o-epo-a-partir-de-2018 

タイトル 2018 年にアントニオ・カンピノス氏が欧州特許庁の長官に就任 
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要約 欧州産業財産庁（EUIPO）長官でポルトガル出身のアントニオ・カンピノス氏が、

欧州特許庁（EPO）の新長官として選任された。2018 年 1 月から 5 年間の任期で務

める。同氏はポルトガル産業財産庁（INPI）の長官を務めるなどこの分野で幅広い

経験を有している。ブラジル産業財産庁（INPI）からは、ブラジルと欧州の間で知

的財産分野の協力を拡大のために貢献してきた同氏に対し、祝福のメッセージを送

った。 

 

日付 2017 年 10 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/com-doutorado-profissional-aprovado-inpi-discute-
politica-de-capacitacao-para-nova-selecao 

タイトル INPI、専門職博士課程設置許可にともない、選考へ向け人材育成ポリシーについて

協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、アカデミックとしての学位ではない専門職博士課

程を 2018 年に設置するための許可を、ハイレベル人材養成業務統括所（Capes）よ

り受けた。この許可は、INPI が運営する知的財産・イノベーション・開発アカデミ

ーが、その成果を INPI 自身に対して提出するような研究テーマに一層注力できるよ

うにするものである。INPI は今回の許可を受けて、国際協力の強化、国民育成の重

視、さらに遠隔教育の拡大を目的としたアカデミーにおける新たな人材育成ポリシ

ーの策定、使命やビジョンの見直しを行なっている。アカデミーの教員や職員との

協議の後に活動計画を作成し、続いて 2018 年の開講へ向けた選考に関する募集要

項を本年中に発表する予定である。 

 

日付 2017 年 10 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 サイト Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://veja.abril.com.br/blog/radar/pirataria-a-mesa-no-festival-de-cinema-do-rio/ 

タイトル リオデジャネイロ映画祭で模倣品がテーマに 

 

日付 2017 年 10 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/da-pirataria-ao-bilionario-mercado-
brasileiro-de-videogames-21941632 

タイトル 海賊版からブラジルのビデオゲームの巨大市場へ 

 

日付 2017 年 10 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://oglobo.globo.com/economia/governo-federal-quer-simplificar-processo-de-
concessao-de-patentes-21948126 

タイトル 連邦政府、特許承認手続きの簡素化を目指す 
 

日付 2017 年 10 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 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=631 

タイトル AIPPI におけるブラジル代表団 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-ar-transfere-presidencia-do-ibepi-ao-inpi-br 

タイトル アルゼンチン産業財産庁、IBEPI の代表権を INPI に引継ぎ 

要約 10 月 18 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官はアルゼンチ

ン産業財産庁の訪問を受け、イベロアメリカ知的財産プログラム（IBEPI）の代表職

並びに技術局長職の引継ぎを行ない、産業財産庁間の 2 国間協力テーマに関する協

議を行なった。IBEPI は、2012 年にイベロアメリカ事務局（SEGIB）が世界知的所有

権機関（WIPO）の信託基金を原資として設立したもので、13 の参加国（アルゼン

チン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、スペイン、グアテマラ、

メキシコ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、ドミニカ共和国、ウルグアイ）の産

業財産事務所の協力により運営されている。この 10 月の WIPO 総会の会期中に行

われた IBEPI 政府間委員会にて、代表職と技術局長職はアルファベット順により参

加国間で毎年持回りとすることが決定されたことを受け、ブラジルがその最初の国

となったもの。 

 

日付 2017 年 10 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/uso-de-ig-e-certificacao-pode-agregar-valor-aos-produtos-
no-mercado 

タイトル 地理的表示と認証制度の利用により、市場における製品価値の増大をもたらす 

要約 10 月 18 日、リオデジャネイロ市内でブラジル産業財産庁（INPI）アカデミー及び

INPI 商標・地理的表示・意匠課が主宰して行われたイベント「知的財産の今」で、

「原産地の認証」をテーマに講演が行われ、政府・関係機関・生産者が一体となっ

て食品の品質・安全性・市場価値を向上することの重要性がトピックとなった。セ

ラードコーヒー生産者連盟のアドリアーナ・チモフィエスク・リヴェリーニ コーデ

ィネイターは、ミナスジェライス州セラード地域のコヒーの原産地及び品質認証の

自動管理システムについて説明。農牧畜供給省（MAPA）リオデジャネイロ支部の

セルソ・メロラ・ジュンゲル農業政策・生産・開発課長は、食品の安全性を高め、

環境面での持続可能性に配慮した低農薬・低汚染を目指す農業生産チェーンの農牧
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畜統合生産システムについて解説し、認証団体からラベルを受けることのできる生

産チェーンに適用される 27 の技術基準について説明した。加えて、「ブラジル有

機農作物」の認証ラベルを発行する有機生産システムについて説明を行った。 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-participa-de-jornada-ibero-americana-sobre-pi-na-
bolivia 

タイトル INPI、知的財産に関するイベロアメリカ遠征会議にボリビアにて参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、10 月 16 日～19 日の日程で、ボリビアのサンタ・

クルス・デ・ラ・シエラで行われる「第 4 回産業財産庁の運営改善に関するイベロ

アメリカ遠征会議」に参加した。会期中は各産業財産庁の経験、サービス、ツー

ル、戦略的連携について、中小企業に焦点を当てた協議が行われる。主催国のスペ

イン、ホスト国のボリビアに加え、チリ、コスタリカ、キューバ、エクアドル、グ

アテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、ドミニカ共和国の産業財産庁の代表者

が参加し、INPI からは国際関係課のブルーノ・ロージ職員が出席した。 

 

日付 2017 年 10 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=632 

タイトル ルイス・エンリッキ・ド・アマラル氏が AIPPI の副代表に就任 

 

日付 2017 年 10 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 サイト Jornal do Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jb.com.br/ciencia-e-tecnologia/noticias/2017/10/19/no-dia-da-inovacao-
entidades-defendem-mais-investimentos-em-pesquisa/ 

タイトル イノベーションの日に、各団体が研究投資の増大を主張 

 

日付 2017 年 10 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-participa-da-conferencia-anpei-de-inovacao 

タイトル INPI、ANPEI イノベーション会議に参加 

要約 10 月 31 日～11 月 1 日、ベロオリゾンテ市にて、ブラジル産業財産庁（INPI）が後

援する「第 16 回全国革新的企業研究開発協会（Anpei）イノベーション会議」が

「転換する世界でイノベーションに生きる」をテーマに開催される。本イベントは
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Anpei が主催するもので、本年は国内外の情勢について各国の専門家を招いた講演

が行われるほか、テクノロジーの需給、パートナーシップ、ビッグデータ、IoT、

知的財産をテーマとして企業の中でのイノベーション体験に焦点を当てたワークシ

ョップやプレゼンが行われる予定となっている。 

 

日付 2017 年 10 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/procuradores-federais-se-reunem-no-inpi 

タイトル 連邦検察官らが INPI にて会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）専門連邦検察局は 10 月 19 日、連邦地方検察庁第 2 管

区（PRF2）経済開発サブセンターで技術会合を開き、INPI からはルイス・ピメンテ

ル長官を始め、ロリス・バエナ検事長、アントニオ・カヴァリエレ争議担当課長、

ダニエル・トステス知的財産課長が参加した。 

 

日付 2017 年 10 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 Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/fiscalizacao-apreende-250-produtos-
falsificados-em-shopping-popular-de-cuiaba.ghtml 

タイトル クイアバ市の大衆商店街で 250 店の模倣品が押収される 

 

日付 2017 年 10 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 Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-out-20/juiza-proibe-ex-funcionario-divulgar-segredos-
industriais-empresa 

タイトル 労働関係判事、前従業員による企業の工業上の機密の公表を禁ずる 
 

日付 2017 年 10 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 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-discute-cooperacao-em-propriedade-industrial-com-
a-russia 

タイトル INPI、ロシアとの知的財産分野における協力について協議 

要約 10 月 23 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、ブラジミ

ール・ジョルジェビッチ・トクマコフ 在リオデジャネイロ・ロシア総領事らの訪問

を受け、知的財産分野における両国間の協力に関して協議を行なった。ブラジル・

ロシア間ではこの二国間協力に加え、インド、中国、南アフリカも参加する BRICS

諸国としての知的財産分野の協力活動が行われている。INPI からは、アナ・パウ

ラ・ゴメス・ピント長官官房、レオポルド・コウチーニョ国際関係コーディネイタ
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ーらが会合に参加した。 

 

日付 2017 年 10 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/negocios/noticia/electrolux-compra-marca-
eletrodomesticos-continental-na-america-latina.ghtml 

タイトル Eletrolux 社が南米における家電ブランド Continental を買収 

 

日付 2017 年 10 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/inscricoes-abertas-para-a-segunda-oficina-de-pi-para-
profissionais-de-comunicacao-social 

タイトル 第 2 回広報担当者向け知的財産ワークショプへの参加申込み受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）の協力の元、第 2 回

となる「社会広報担当者向け知的財産ワークショップ」を 12 月 7 日にリオデジャ

ネイロ市内の WIPO 事務所で開催する。参加は無料で、11 月 28 日まで申込みを受

け付けている。このワークショップは、知的財産や技術イノベーションに関連する

テーマを戦略的に取り扱うたに、広報分野に携わる担当者をサポートすることを目

的としたもの。知的財産資産とその保護の重要性、知的財産に関連したテーマの概

要、特許侵害問題と義務的許認可などについて取り扱う。 

 

日付 2017 年 10 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/inpi-se-prepara-para-adesao-do-brasil-ao-protocolo-de-
madri 

タイトル INPI、ブラジルによるマドリッド協定への批准の可能性を受け準備を進める 

要約 10 月 24 日、リオデジャネイロ市内で行われた世界知的所有権機関（WIPO）との会

合にて、ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジルによるマドリッド協定への批准

の可能性を受け、検討が必要とされてきた庁内の体制整備計画を発表した。ここで

は、INPI が抱える運営上の課題に対応することで、国内での商標登録に要している

時間を現在の 25 ヶ月から 2018 年末には 18 ヶ月に短縮し、2019 年よりマドリッド

協定の枠組みでの国際出願の受付けを開始するための条件を整えるとしている。ビ

デオ通話で参加した WIPO のフランシス・ガリ事務局長は、INPI に対し、この計画

の導入を支援すると伝えた。また WIPO ブラジル事務所のジョゼ・グラサ・アラー

ニャ部長は、マドリッド協定の枠組みがもたらす商標管理上のコスト削減、迅速

化、容易性といったメリットにつき説明した。一方で INPI のルイス・ピメンテル長

官は、ブラジル企業の商標の国際化を実現するものとしてブラジルによる同協定へ

批准の重要性を強調し、庁内の IT インフラや新たな商標審査官の採用といった庁内

の体制整備の必要性を訴えた。ブラジルによるマドリッド協定への批准に向けて
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は、本年 6 月に、大統領府から国会に向け書簡が送付されたところである。 

 

日付 2017 年 10 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 サイト Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/servicos-de-registro-de-marca-e-contabilidade-
prestados-online-sao-ate-70-mais-
baratos,c4ed2e02622789520ce3c2127701545dwqqdvmll.html 

タイトル オンラインの商標登録及び会計士業務サービスは、最大 70%安い 

 

日付 2017 年 10 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 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/embaixador-da-ue-reafirma-meta-de-fechar-acordo-com-mercosul-
em-dezembro/ 

タイトル EU 大使、メルコスル共同体との通商協定を 12 月に締結する目標を表明 

 

日付 2017 年 10 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 サイト Suinocultura ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.suinoculturaindustrial.com.br/imprensa/embrapa-e-unica-brasileira-entre-
maiores-depositantes-de-patentes-em/20171024-145733-l533 

タイトル Embrapa は農牧畜バイオテクノロジー分野の特許のトップ出願者としては唯一のブ

ラジル企業である 

 

日付 2017 年 10 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-da-abertura-da-conferencia-anprotec 

タイトル INPI、Anprotec 会議の開会式に参加 

要約 10 月 23 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、リオデジ

ャネイロ市内で行われた全国革新的事業促進団体協会（Anprotec）の設立 30 周年

を祝う Anprotec 会議の開会パネルに参加した。同会議は、「都市を変えるイノベ

ーションと企業家精神」を本年のテーマに据えている。同協会のジョルジェ・アウ

ディー会長は、30 年間にわたる協会の活動の中でイノベーションの枠組みが進化

してきたことを強調。ランキング等の調査には表れないような重要な取り組みが、

アマゾナス州やアクレ州における企業インキュベーターで行われていることを例に

挙げて説明した。 
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日付 2017 年 10 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/pi-em-questao-de-26-10-discute-modelo-de-utilidade 

タイトル 10 月 26 日のイベント「知的財産の今」にて実用新案について協議される 

要約 10 月 26 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

デミーが主催するイベント「知的財産の今」が、「実用新案：開かれたテーマとそ

の可能性」と題され開催された。INPI のアドリアーナ・ブリグス研究員が実用新案

課としての品質管理に関する発表を行なったほか、係る権利の保護が他国でどのよ

うに行われているかをアントニオ・カルロス・ソウザ・デ・アブランテス職員が説

明した。また、ブラジル社会開発銀行（BNDES）のジョブ・ロドリゲス産業セクタ

ー調査部長は、実用新案の開発にも着目したブラジル工業におけるデザイン投資に

関する調査結果を発表。未だ成長段階ではあるものの、デザインが企業間の競争に

おける差別化要因として捉えられるようになってきていることを明らかにした。 

 

日付 2017 年 10 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-audiencia-publica-sobre-demora-na-
concessao-de-patentes 

タイトル INPI、特許承認の遅滞に関する公聴会に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、10 月 26 日、連邦上院

議会の行政手続き簡略化混合委員会が開いた公聴会に参加した。同長官は、平均し

て 10.8 年を要している特許審査に要している時間を短縮するための職員の採用、

業務プロセスの再構築、IT 設備投資といった取組みについて説明。同時に職員キャ

リアプランの見直しや自主財源確保の必要性についても強調した。ブラジル工業連

盟（CNI）のジョアン・エミーリオ・パドヴァニ・ゴンサルヴェス工業政策部長

は、2015 年付第 3406 号及び 2017 年付第 8133 号のいずれの法令案も INPI が自主財

源を活用できるようにすることを規定したものであることを指摘。また、特許承認

の遅れが企業、競争、公的機関、社会に損害をもたらしていると述べ、INPI がブラ

ジルや国際経済の規模に見合った機関となるために、こうした法令上の改善の余地

があると述べた。アントニオ・アナスタジア上院議員が開催したこの公聴会では、

この他にも会社開設・閉鎖に関する規則の簡素化及び公証・登録手続きサービスに

関する規定に対する柔軟性といったテーマについても協議された。 
 

日付 2017 年 10 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/instrucao-normativa-sobre-reconhecimento-de-igs-da-
uniao-europeia-e-publicada-no-dou 

タイトル INPI、EU の地理的表示の認証審査で意見書の受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、EU・メルコスル間の協議を受け、2017 年 10 月 25

日付細則第 79 号を公布した。この規則は、EU の地理的表示の登録認証の推奨是非
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に関する技術的見解書を INPI が作成するための行政手続きを規定したもの。この細

則の全文は、10 月 31 日付の産業財産官報（RPI）第 2443 号に掲載される予定であ

る。EU の地理的表示の公式リストは、その技術要件書とともに 11 月 7 日付の RPI

第 2444 号に掲載される。このリストには、登録を希望する名称、対象とする製

品、原産国名が記載されている。第三者がこれらの登録に反対意見を呈する場合

は、RPI への掲載後 30 日以内に、指定のメールアドレスに意見書を提出することが

認められている。この意見書は所定の様式に沿って作成する必要があり、1 通あた

りの容量上限は 20MB までとなる。 

 

日付 2017 年 10 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-do-i-encontro-do-ecossistema-catarinense-
de-inovacao 

タイトル INPI、第 1 回サンタカタリーナ州イノベーション・エコシステム会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、10 月 30 日、フロリア

ノーポリス市にて、第 1 回サンタカタリーナ州イノベーション・エコシステム会合

に参加した。会期中、サンタカタリーナ州内の科学、技術、イノベーション、起業

家精神育成、教育を促進・支援する団体により立ち上げられた活動の 1 つであるイ

ノベーション協定が締結された。この協定には、29 団体の 60 に及ぶ活動が含ま

れ、このうち INPI は同州における知的財産分野の人材育成活動の実施を予定してい

る。2017 年に公共リーダーシップセンター（CLP）がサンパウロ証券取引所等の支

援を受けて実施した 2017 年度の州別競争力ランキング調査によると、同州はやは

り同調査で公表された特許出願数ランキングと同様、2 位となっている。なお同日

には、12 月に移転を完了する予定となっているフロリアノーポリス市内の INPI 新

事務所の開設に関する文書に同長官が署名を行った。 

 

日付 2017 年 10 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-no-sistema-nacional-de-inovacao-e-tema-de-
apresentacao 

タイトル 全国イノベーションシステムにおける INPI の役割が発表テーマとなる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、10 月 31 日から 11 月 1

日にかけてベロオリゾンテ市で開催される、第 16 回全国革新的企業研究開発協会

（Anpei）会議に参加する。同長官は、会合 2 日目に全国イノベーションシステム

における INPI の活動の重要性について講演を行う予定である。本年の会議のテーマ

は「転換する世界におけるイノベーションに生きて」であり、技術、ネットワー

ク、デザイン、ビジネス、データ、インスピレーションなど、世界の転換を実現す

るこれら 6 つの方向性が、会期中のプログラム全体の指針となっている。 
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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。 

 


