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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.13（2017年 11月分） 

2017年 12月 5 日発行 

 

日付 2017 年 11 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-destaca-acoes-para-sua-melhoria-operacional-e-do-
sistema-de-pi 

タイトル INPI、運営上の改善とイノベーションシステム向けの取組みを強調 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 1 日に開催された

第 16 回全国革新的企業研究開発協会（Anpei）会議における知的財産権パネルに参

加した。同長官は「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」を

テーマとして、同庁の運営上のパフォーマンスを改善するために実施中の、新規職

員採用、内部手続の見直し、生産性向上、IT 部門の強化といった取り組みについて

紹介した。このパネルは、Bosch 社のレアンドロ・マンドゥ イノベーション特許課

長がコーディネイトを務め、さらに参加者として、Braskem 社の知的財産専門家で

工学士、Anpei の知的財産委員会コーディネイターも務めるエネイダ・ベルバレ

氏、Ourofino 社のミレネ・ガルシア・ミシェルス知的財産コーディネイター、PUC-

RS 大学技術移転事務局のパスカレ・シャイゼ・ダ・ヴェイガ氏が招かれた。 

 

日付 2017 年 11 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 サイト Clipp Segs ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.segs.com.br/demais/89036-pratica-da-pirataria-enfraquece-geracao-de-
empregos-e-leva-a-acoes-criminosas-como-o-contrabando-aponta-fecomerciosp.html 

タイトル 模造品は雇用創出を阻害し、密売行為などの犯罪行為を増加させるとサンパウロ州

商業連盟が指摘 
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日付 2017 年 11 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-comite-de-marcas-di-e-ig-em-genebra 

タイトル INPI、スイスにおける委員会にて意匠協定について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI の）は、10 月 30 日～11 月 2 日にかけ、スイスのジュネ

ーブにて開かれた第 38 回商標・意匠・地理的表示常設委員会（SCT）に参加した。

意匠に関する協定への批准、参加国の意匠法令における特定種類の保護の利用、商

標等の保護に関係する国名の保護、DNS における国名と地理的表示の保護、地理的

表示に関連する提案等に関する協議が行われた。 
 

日付 2017 年 11 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-recebe-representante-de-associacao-de-protecao-da-
pi-do-japao 

タイトル INPI、日本国際知的財産保護協会の代表者の訪問を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 6 日、日本国際知

的財産保護協会（AIPPI Japan）の北野真主任研究員の訪問を受け、伝統的知識及び

遺伝子資源利用に関して協議した。この会合には、特許部からクラウジオ・マギオ

リ、ロドリゴ・フェラーノ氏、及びレオポルド・コウチーニョ国際コーディネイタ

ーが参加した。 

 

日付 2017 年 11 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/adida-do-consulado-geral-britanico-faz-visita-tecnica-ao-
inpi 

タイトル イギリス総領事館補佐官が INPI への実務訪問を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、11 月 6 日～10 日にかけ、イギリス総領事館のア

ンジェリカ・ガルシア知的財産補佐官の実務訪問を受ける。期間中には、特許、商

標、意匠、実用新案の庁内手続きや国際部門の役割の把握を目的として、INPI 内の

様々な実務部門との会合を行なう。INPI と英国産業財産庁（UKIPO）の間でお互い

の経験を共有し、かつ継続的かつ持続可能な事業を確立することを目的としたも

の。同氏は 6 日に、INPI のルイス・ピメンテル長官と会合を行なった。 
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日付 2017 年 11 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/publicada-lista-de-igs-da-uniao-europeia-para-
reconhecimento-no-brasil 

タイトル ブラジルにおける認証のため、EU の地理的表示リストが公示される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 7 日、EU の地理的表示公式リスト及びその技

術シートを、メルコスル・EU 間協定に基づく 2017 年付細則第 79 号の規定に沿

い、知的財産官報（RPI）第 2444 号にて公表した。ブラジルにおけるこれら地理的

表示の登録承認に異議を申し立てることを希望する第三者は、RPI 第 2444 号による

公示から 30 日以内に、電子メールにて意見書の提出をすることができる。なお、

意見書は指定の様式に従い、1 通あたり 20MB 以下の容量とする必要がある。 

 

日付 2017 年 11 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 サイト Comex do Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.comexdobrasil.com/aberta-consulta-publica-sobre-indicacoes-lista-de-
indicacoes-geograficas-da-uniao-europeia/ 

タイトル EU の地理的表示リストに関するパブリックコメント募集を開始 

 

日付 2017 年 11 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/inpi-participa-de-evento-sobre-pi-inovacao-e-
desenvolvimento-na-china 

タイトル INPI、中国にて知的財産・イノベーション・開発に関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官並びにジュリオ・モエイラ

特許・コンピュータープログラム・回路利用権部長は、11 月 9 日、中国における

知的財産分野の主要イベントで、中国・南京市で開催されている紫金知的財産国際

会議に参加した。今年のセミナーテーマは、知的財産と革新的開発となっている。

南京市役所及び江蘇省産業財産庁が主催し、江蘇州及び中国産業財産庁（SIPO）が

後援するこのイベントには、国内外の政府・企業・大学などの専門家が、イノベー

ションや知的財産権がどのように社会経済の発展を促すことができるのか協議が行

われる。同長官は、イノベーションに基づく中国の力強い成長を強調。またブラジ

ルにおいては同庁の生産性向上を目指した様々な取組みにより、この 2 年間で特許

審査の生産性を 60%向上させたことなどを説明。自動化等の導入によるさらなる生

産性の向上が目下の挑戦課題となっているとした。中国への INPI 訪問団は 11 月 14

日まで滞在予定であり、その間には、ブラジル・中国間の情報交換や経験交流のた

め、SIPO、北京産業財産庁、イノベーション投資を行っている現地企業などへの訪

問が予定されている。 
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日付 2017 年 11 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 Dinheiro Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dinheirorural.com.br/aprosoja-mt-entra-com-acao-de-nulidade-da-patente-
da-intacta-da-monsanto/ 

タイトル Aprosoja-MT、モンサントの耐性大豆の特許無効を求め提訴 

 

日付 2017 年 11 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/inpi-visita-unidade-do-sipo-e-distrito-voltado-a-inovacao-
em-suzhou 

タイトル INPI、蘇州の中国産業財産庁事務所及びイノベーション特区を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官並びにジュリオ・モエイラ

特許・コンピュータープログラム・回路利用権部長は、11 月 10 日、蘇州市の中国

産業財産庁（SIPO）江蘇センターを訪問し、チェン・ウェイ センター長との会合を

行なった。同センターは、SIPO が国内に有する 7 つの拠点のうちの 1 つ。特許審査

に特化しており、1,500 を超す審査官を抱え、年間約 120 件の決定を行なってい

る。一方で、総務部門の職員数は全体のわずか 4%となっている。SIPO 全体では、

職員及び外部専門家を合わせ約 12,000 人の審査官を抱えている。SIPO に審査活動

が集中される一方で、州や市の産業財産庁は知的財産の公共政策に参加し、特許分

野での企業の育成や知的財産権のエンフォースメントを展開している。現在 INPI で

は、審査活動と普及活動の調和を図ることを目的とし、地域活動計画を導入するこ

とによる INPI の地域支部の活動内容の再構築を行なっている最中であり、中国で採

用されているこうしたモデルは INPI の改革上の参考とすることができる。この

SIPO 支部は、イノベーションと開発を奨励する蘇州新工業団地内に位置しており、

INPI 訪問団は同日、この地区にある医療技術分野の Iron Technology 社を訪問した。 
 

日付 2017 年 11 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/brasil-e-china-assinam-pph-e-acordo-de-cooperacao-em-
pi 

タイトル ブラジルと中国が PPH 及び知的財産分野の協力に関して合意 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と中国産業財産庁（SIPO）は、11 月 13 日、職員の育

成、知的財産の社会的普及、経験交流などでの協力に関する合意を交わした。同時

に、一方の国で審査が完了している場合に他方の国での特許の早期審査を受けるこ

とができる PPH 事業に関する合意も交わされた。署名に際し、INPI のルイス・ピメ

ンテル長官は、中国がブラジルにとっての主要な通商相手国であることから、知的

財産の枠組みを進展させる INPI と SIPO の関係強化は、投資活動やパートナー関係

を一層強固なものとするのに貢献するとした。SIPO の申長雨長官は、両国間の通商
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関係の強化がもたらす潜在性について強調し、同庁で訓練を受ける INPI 職員数を増

員させる可能性について触れた。ブラジル・中国間の PPH 事業は、パイロット事業

として 200 件を上限に 2018 年 2 月から導入され、INPI 側は IT・包装・測定・化学

分野に関連する PPH 申請を、また SIPO 側では全ての分野の PPH 申請を受け付ける

こととなっている。 

 

日付 2017 年 11 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/brasileiros-e-chineses-trocam-experiencias-sobre-exame-
de-patentes-e-qualidade 

タイトル ブラジル・中国が特許審査と品質に関する経験交流を実施 

要約 中国国家知識産権局（SIPO）は、2016 年の間に 340 万件の特許・実用新案・意匠の

出願を受付け、審査官 1 万 1 千人を抱え、11 億ドルの年間予算を有する機関であ

る。審査は出願から 22 ヶ月以内に行われ、さらに戦略分野では早期審査制度が設

けられている。知的財産は、2020 年まで続く国家 5 カ年計画における 22 のテーマ

の 1 つとなっている。規模面ではブラジル産業財産庁（INPI）とは乖離があるもの

の、IT システムの改善、特許審査の品質管理といった INPI のそれと類似したテーマ

で取組みを実施していることが、経験交流の場で INPI ミッション団により確認され

た。IT の分野で注目されたのが、SIPO が利用している CPES と呼ばれる電子システ

ムであり、ここでは特許の審査や検索に関する情報が提供されている。現在 46 の

産業財産庁によりこのシステムが利用されているが、ブラジルの e-PEC システムに

類似していることから協力の可能性が見出された。SIPO は特許審査の他にも知的財

産政策の執行機関としてのエンフォースメントも行なっており、300 を超す省・市

の産業財産局と連携し、電子商取引上の問題に対応しているのに加え、権利の侵害

を受けた利用者がインターネット上で苦情を申し立てえるシステムの運用にも参加

している。 

 

日付 2017 年 11 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 ブラジル代議員会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/548136.html 

タイトル 委員会で INPI 向けの資金が保証される 

要約 連邦下院議会の労働・公共サービス運営委員会は、ブラジル産業財産庁（INPI）が

自ら提供したサービスにより得られた収入を自組織や同庁と協定を結ぶ他の公共機

関に再投資することを認める、2017 年付法案第 8133 号を承認した。1970 年付法令

第 5640 号を改めるもの。この法案の報告者であるアンドレー・フィゲレイド下院

議員（セアラー州選出・PDT 党）は、「ブラジルが直面している財政再建の状況下

で、INPI も連邦政府予算の予算削減のターゲットとなっている」とし、同庁に十分

な投資が行われておらず、このままでは同庁の生産性が低下する恐れがあることを

考慮し、これを承認することを推奨した。この法案は優先審議対象となっており、
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今後は財務・税務委員会、憲法・司法委員会、市民権委員会で審議される予定。 

 

日付 2017 年 11 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 Dinheiro Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dinheirorural.com.br/monsanto-defende-validade-da-patente-da-intacta-
apos-questionamento/ 

タイトル Monsanto、訴訟を受けて Intacta の特許の有効性を主張 

 

日付 2017 年 11 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/inpi-visita-empresas-locais-e-se-reune-com-o-escritorio-
de-pi-de-pequim 

タイトル INPI、地場企業及び北京市産業財産局を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の訪中ミッションは、11 月 14 日、イノベーションへ

の投資が盛んな中国企業 2 社（Xiaomi、Foton）を訪問。さらに北京市産業財産局の

Xu Wei 副長官と会談を行なった。Xiaomi 社は、スマートフォンや電子機器分野でこ

の 7 年間で急成長を遂げた企業であり、ブラジルにおける 480 件を含む 4,800 件の

特許を有している。一方、ブラジルに子会社を有する Foton 社は、車両・モーター

分野の企業で 100 件以上の特許をブラジルで有している。北京市産業財産局での会

談では、中国の知的財産政策が省・市が知的財産の普及に取り組む一方で、中国産

業財産庁（SIPO）が審査活動を行なうという地方分権モデルに基づいていることを

改めて確認するものとなった。INPI は会談にて、審査の迅速化へ向けた取り組みと

して、職員の増員や PPH などの優先審査事業の実施を進めていることを説明した。 

 

日付 2017 年 11 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 サイト GauchaZH ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://gauchazh.clicrbs.com.br/porto-alegre/noticia/2017/11/grupo-e-criado-para-
combater-pirataria-e-comercio-ilegal-em-porto-alegre-cja020xr805hu01qgmr7ugq92.html 

タイトル ポルトアレグレにて、模造品販売を撲滅するためのグループが創設される 
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日付 2017 年 11 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 サイト brasil247 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.brasil247.com/pt/247/sp247/327267/Doria-reabre-shopping-fechado-por-
pirataria.htm 

タイトル ドリア サンパウロ市長、模造品販売のために閉鎖されていた商業施設を再開させる 

 

日付 2017 年 11 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/ibepi-divulga-boletim-de-informacao-tecnologica-de-
agroalimentos 

タイトル IBEPI、農業食品技術情報報告書を公表 

要約 知的財産に関するイベロアメリカ・プログラム（IBEPI）は、11 月 17 日、アルゼン

チン、ブラジル、コロンビア、コスタリカ、スペイン、メキシコ、ポルトガル、ウ

ルグアイにおいて出願された農業食品分野の特許と実用新案に関する情報技術報告

書の第 6 版を公表した。保存、バイオテクノロジー、食品加工用の新技術の章に分

けられて掲載されている。2017 年上半期に、各国の産業財産庁は農業食品に関す

る約 900 の出願特許を公表している。ポルトガルが最も多く 359 件で、ブラジルは

それに続く 271 件であった。2011 年に発足した IBEPI は、知的財産の戦略的利用を

通じたイベロアメリカ社会の発展を促進することを目的として活動している。 

 

日付 2017 年 11 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 サイト Valor ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/empresas/5196325/disputa-entre-montadora-e-autopeca-
independente-entra-na-reta-final 

タイトル 自動車メーカーと独立系自動車部品メーカーの間の係争が最終局面に 
 

日付 2017 年 11 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-lanca-segunda-edicao-do-relatorio-201cindicadores-
de-propriedade-industrial201d 

タイトル INPI、「知的財産指標」レポートの第 2 版を発表 

要約 知的財産権に関する情報の透明性を高め、ブラジルのイノベーションにおいて知的

財産が果たす役割に対する理解の拡大を目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）

は、2007～2016 年の出願・承認に関する概要を記した「知的財産指標レポート」

の第 2 版を公表した。国内出願人・外国出願人による出願元・国・市長村・出願人
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の法的資格・技術分野・知的財産権別の出願件数とランキングがそれぞれ整理され

ている。2016 年には、INPI は 31,020 件の特許出願を受け付け、年間件数では 2013

年に 34,046 件を記録して以来、3 年連続の減少となった。商標に関しては、2016

年に過去最多となる年間 166,638 件を受付け、前年比 3.5%増となった。意匠出願は

6,027 件、前年比 0.2%減となったが、10 年間では 13.2%の増加を見せている。コン

ピュータプログラムの登録件数はこの 10 年間で毎年増加を見せ、2016 年には前年

比 11.5%増となった。地理的表示は、過去 10 年間で 86 件の出願があったものの、

この期間中の特段の傾向は見られなかった。 

 

日付 2017 年 11 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/relatorio-da-ompi-discute-intangiveis-e-cadeias-globais-
de-valor 

タイトル WIPO、無形資産と世界のバリューチェーンに関する報告書を発表 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）は、11 月 20 日、世界規模のバリューチェーンにおけ

る特許・意匠・商標などの無形資産の役割に関する「世界知的財産報告書 2017－

世界的バリューチェーンにおける無形資産」を発表した。コーヒー、太陽光発電セ

ル、スマートフォンの 3 つの製品をマクロ経済分析上のケーススタディーとして取

り上げ、現代の生産活動における知的財産やその他の無形資産の重要性を示してい

る。 

 

日付 2017 年 11 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/noticias/inpi-participa-da-entrega-do-premio-tecnologias-de-
impacto 

タイトル INPI、ブラジル・インパクト・テクノロジーの授賞式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 22 日、サンパウ

ロにて、「IoT における影響力のある技術セミナー－挑戦と機会」に参加した。

INPI、全国科学技術開発評議会（CNPq）、ブラジル工業連盟（CNI）が後援し

Qualcomm 社が主催するこのイベントは、ワイヤレス技術のブラジルでの革新的取

組みを認定することを目的としたもの。200 件以上のプロジェクトが申請されてお

り、イベントではロードショー形式で特許市場やイノベーションに関する講演が行

われた。会場には、サンパウロ大学（USP）、ブラジリア大学（UNB）などブラジ

ルの 15 の主要大学から 500 名以上の学生が参加し、講演に耳を傾けた。選抜され

た 10 のプロジェクトの申請者らは、CNI と Euvaldo Lodi 財団（IEL）が主催するカリ

フォルニア州のイノベーション・エコシステム･イマージョン・プログラムに参加

し、2018 年 2 月にサンディエゴ大学、スタンフォード大学、ハンプトン・クリー

ク大学、アクセラレーターの Plug and Play 社等への訪問を行なう。 
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日付 2017 年 11 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/noticias/inpi-e-ompi-assinam-acordo-com-foco-no-ensino-a-
distancia 

タイトル INPI と WIPO、遠隔教育を中心とした協定に合意 

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

（WIPO）のシェリフ・サダラー学術部門ディレクターは、11 月 22 日、リオデジャ

ネイロ市内の WIPO 事務所にて、人材育成に関する協定に署名を行った。このパー

トナー協定の主な内容は、INPI と WIPO がすでに協力して実施している遠隔の知的

財産総合講習の拡充である。2012～2017 年の間に約 57,000 人がブラジル国内で受

講している。この講習に関する両機関の協力関係を継続し、今後はブラジル固有の

ニーズや要求に対応した遠隔講習の共同実施について協議を進めることになる。さ

らに他の人材育成活動として、ワークショップ・シンポジウム・セミナーの共同開

催、ブラジル及び他国の政府職員・企業向け講習、教材面での交流などが含まれて

いる。 

 

日付 2017 年 11 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 サイト Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2017/11/cade-inicia-julgamento-de-
processo-contra-fiat-ford-e-volkswagen.html 

タイトル 経済防衛管理理事会（CADE）、フィーアット、フォード、ワーゲン社に対する申立

てに関する審議を開始 

 

日付 2017 年 11 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 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/startups-com-marcas-registradas-atraem-mais-
investimentos,18203d1876b5f6ad26db5fb5e041e5d7az7jrocm.html 

タイトル 商標登録したスタートアップ企業はより投資を呼び込みやすい 

 

日付 2017 年 11 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-inicia-cooperacao-com-escritorio-russo-de-pi 

タイトル INPI、ロシア産業財産庁との協力関係を公式化 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 23 日、グッドプ
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ラクティスや情報の交流を通じて知的財産システムの改善することを目的として、

ロシア知的財産庁（Rospatent）のグリゴリー・イブリエフ総合ディレクターと覚書

を締結した。グリゴリー氏は、ロシアの知的財産システムと Rospatent の機能につ

いて講演を行い、IT の普及、Rospatent アカデミーによる人材育成活動、地域にお

ける特許の枠組みとしてのユーロアジア機関に関する説明を行った。同日には、ロ

シア訪問団はリオデジャネイロ市内のリオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）にある研

究施設 LabOceano を訪問。同施設は、海洋の条件を再現するための世界最深級のタ

ンクを有し、海洋の環境を数値上で再現する水力特性の実験・コンピュータ実験に

よる研究を行っている。 

 

日付 2017 年 11 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/palestra-aborda-sistema-de-pi-na-russia 

タイトル ロシアにおける知的財産システムに関する講演会を実施 

要約 ロシア産業財産庁（Rospatent）のグリゴリー・イブリエフ総合ディレクターは、11

月 24 日、リオデジャネイロ市内の世界知的所有権機関（WIPO）事務所にて、同庁

の活動を紹介する講演を行なった。 

 

日付 2017 年 11 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://veja.abril.com.br/blog/radar/apos-doria-endurecer-com-pirataria-projeto-chega-ao-
nordeste/ 

タイトル ドリア市長による模造品対策の強化後、プロジェクトがブラジル北東部へ波及 

 

日付 2017 年 11 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 Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-nov-24/pirataria-prefeitura-sp-firma-tac-shoppings-
populares 

タイトル サンパウロ市役所、模造品撲滅のため「3 月 25 日通り」の商業施設と行動憲章覚

書を交わす 
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日付 2017 年 11 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/novo-radar-tecnologico-mapeia-aplicacoes-e-
composicoes-de-nanocosmeticos 

タイトル 技術レーダー誌上にて、ナノ化粧品の技術利用とその成分についてマッピング 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が発行する技術レーダー第 14 号で、衛生用品・香水・

化粧品分野の概況と、この分野で利用されているナノテクノロジーがもたらしたイ

ノベーションの成果について取り上げている。これは技術の利用方法や成分として

2008～2015 年の期間に出願されたナノテクノロジー技術の特許内容を基に分析さ

れたもの。技術レーダー誌は、特許に含まれる情報に基づいて産業分野別の統計を

示す報告書であり、技術情報がブラジル産業にて戦略的に利用されることを奨励す

るために発行されている。 

 

日付 2017 年 11 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 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/rio/noticias/2017/11/27/comissao-da-oabrj-promove-evento-sobre-
o-dia-nacional-do-combate-a-pirataria/ 

タイトル ブラジル弁護士会リオ支部の委員会、全国模造品撲滅の日に関するイベントを開催 
 

日付 2017 年 11 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 サイト Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-nov-27/indenizacao-uso-marca-exclusiva-nao-exige-
prova-prejuizo 

タイトル 商標の不正利用における賠償では、損害の立証は不要となる 
 

日付 2017 年 11 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 Época ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://epoca.globo.com/economia/noticia/2017/11/por-que-pirataria-e-tao-facil-no-
brasil.html 

タイトル なぜブラジルでは模造品取引がこれほど簡単なのか？ 
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日付 2017 年 11 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/noticias/pi-em-questao-de-06-12-discutira-as-mudancas-na-lei-de-
inovacao 

タイトル 12 月 6 日の「知的財産の今」イベントでは、イノベーション法の変更点について

議論 

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

たな科学技術・イノベーション憲章である 2016 年付法令第 13,243 号上の変更点と

その影響に関する「知的財産の今」イベントを、12 月 6 日、リオデジャネイロ市

内の INPI 内講堂にて開催する。理解をより深めるため、2004 年付法令第 10,973 号

（イノベーション法）が規定する法令上の骨格の概況についても触れ、同時に科学

技術機関と企業の間で交わされる技術移転プロセスに関わる関係者が、それらをど

のように捉えたかの見解について議論を行なう。そのために公共団体・民間企業に

よる実際の技術移転のケーススタディーも取り上げられることとなっている。 

 

日付 2017 年 11 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/noticias/abertas-inscricoes-para-mestrado-e-doutorado-em-
propriedade-intelectual-e-inovacao 

タイトル 知的財産・イノベーション分野の修士・博士過程の願書受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、知的財産及びイノベーション分野の修士及び専門

職博士課程の 2018 年度生を選考するための募集要項を発表した。修士課程には 25

名、博士課程は 10 名が募集される。出願締切は 2018 年 1 月 12 日。 

 

日付 2017 年 11 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/mestrado-em-pi-da-universidade-san-andres-tera-bolsa-
da-ompi 

タイトル サン・アンドレス大学の知的財産修士課程で WIPO の奨学金が利用可能に 

要約 2017 年 12 月 10 日まで、アルゼンチン・ブエノスアイレス市のサン・アンドレス

大学の知的財産・イノベーション修士課程の第 1 期生の募集が行われている。同大

学とアルゼンチン産業財産庁、さらに世界知的所有権機関（WIPO）の協力協定に

基づき、ラテンアメリカ域内の公共部門からの希望者には、受講料・宿舎・日当を

カバーする奨学金の支給が認められている。 
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日付 2017 年 11 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/escritorios-latinos-de-pi-discutem-cenario-internacional-
de-marcas 

タイトル ラテンアメリカ諸国の産業財産庁、国際的に商標が置かれている状況について協議 

要約 11 月 29 日～12 月 1 日、リオデジャネイロ市内にて、ブラジル産業財産庁（INPI）

と世界知的所有権機関（WIPO）の共催で、第 35 回ラテンアメリカ産業財産庁の地

域会合が開催された。17 ヶ国の代表者が、商標審査、マドリッド協定への批准、

IPAS 工業所有権管理システム、域内協力戦略について経験交流を行なった。WIPO

ブラジル事務所のイザベラ・ピメンテル氏は、費用の削減、手続きの簡素化、ポー

トフォリオ管理の改善といった利点をマドリッド協定がもたらすと述べた。INPI の

サムエル・カタニェデ商標コーディネーターは 2017 年 10 月までの主な統計データ

を紹介し、前年同期比で商標の出願件数が 11％増加していると述べた。 
 

 

 

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。 

 

 


