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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.14（2017年 12月分） 

2018年 1月 5日発行 

日付 2017 年 12 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/ministro-destaca-avancos-e-apoio-ao-inpi-em-evento-da-
mei 

タイトル イノベーション企業運動のイベントにて、大臣が INPI の改善とその支援を強調 

要約 12 月 1 日、サンパウロ市内で行われたイノベーション企業運動のリーダー委員会

にて、商工サービス省（MDIC）のマルコス・ペレイラ大臣は、ここ 2 年間でのブ

ラジル産業財産庁（INPI）の改善の取り組みとその成果について説明した。同時

に、ブラジル産業開発庁（ABDI）による INPI のデータベース再構築、自動化、IT 機

器の更新における支援を発表した。 

 

日付 2017 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pi/piaui/noticia/operacao-apreende-mais-de-100-mil-cds-e-dvds-
piradas-no-centro-de-teresina.ghtml 

タイトル テレジーナ市中心部で CD・DVD 10 万枚以上を押収 

 

日付 2017 年 12 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/prorrogado-prazo-para-subsidios-sobre-reconhecimento-
de-igs-da-uniao-europeia 

タイトル EU の地理的表示認証に関する意見書の提出期限が延期に 

要約 EU に登録されている地理的表示のブラジルにおける認証について、広くブラジル

社会からの意見を受付けることを目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月

1 日、2017 年付細則第 81 号により、認証への反対意見の受付期限を当初の 12 月 8

日から 15 日間延長することを決めた。EU における地理的表示の公式リストは、メ

ルコスル・EU 間の協定交渉の一環で、そのテクニカルシートとともに INPI サイト

上で公開されている。 
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日付 2017 年 12 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-divulga-material-com-infograficos-sobre-suas-
principais-atividades 

タイトル INPI、1996 年以降の知的財産統計のインフォグラフィックを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1990 年代からの商標、特許、意匠、地理的表示、

コンピュータプログラム登録、回路配置利用権、技術移転の統計を掲載したインフ

ォグラフィックを発表した。この文書では、特許と商標の出願数推移に加えてバッ

クログ件数に加え、第一審承認、異議申立てがあった場合の第二審、さらに最終審

査部門で審査に要した期間も記載されている。また過去 3 年間の同庁の収支、2017

年予算収支、さらに過去 10 年間の INPI の職員数の推移や役職別の配分についても

紹介されている。 

 

日付 2017 年 12 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-do-mexico-compartilha-experiencia-sobre-protocolo-
de-madri 

タイトル メキシコ産業財産庁とマドリッド協定に関する経験交流を実施 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）の代表団が 12 月 4 日、ブラジル産業財産庁（INPI）を

訪問した。INPI のルイス・ピメンテル長官及び世界知的所有権機関（WIPO）ブラジ

ル事務所のジョゼ・グラサ・アラーニャ部長らとの会合では、テキーラの地理的表

示の出願の進捗状況の確認とともに、マドリッド協定に批准した際の同機関の経験

を INPI と共有した。WIPO のパウロ・アゴスティーニョ事業部長及びマドリッド協

定システム法務部門のフアン・ロドリゲス補佐官は、12 月 8 日まで INPI 商標部と

ブラジルの同協定への参加に関する詳細について協議することとなっている。 

 

日付 2017 年 12 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/escritorio-dinamarques-de-patentes-e-marcas-recebe-
representantes-do-inpi 

タイトル デンマーク特許商標庁、INPI 訪問団を受入れ 

要約 デンマーク特許商標庁（DKPTO）の招待により、同国における知的財産の仕組みを

学ぶべくブラジル産業財産庁（INPI）の代表団が訪問中である。12 月 4 日、DKPTO

のスネ・スタンペ・ソレンセン代表と INPI のマウロ・ソドレー・マイア執行部長

は、両国の産業財産庁間の技術協力に関する覚書への署名を行った。ブラジル訪問

団は 8 日まで滞在し、組織内での手順、品質管理、商標・意匠・特許部門での審査

ツールについて会議を行なう。さらに、法令、デジタル・ビジネス、両国間協力に

関する協議に加え、デンマーク企業とのラウンド・テーブル、糖尿病治療に特化し

た世界的企業 Novo Nordisk 社への訪問も行われる予定である。 
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日付 2017 年 12 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-debate-na-oab-rj-sobre-pirataria 

タイトル INPI のサービス時間の短縮は模造品撲滅にもつながる 

要約 12 月 4 日、ブラジル弁護士会（OAB）リオデジャネイロ支部が主催した「模造品撲

滅は可能か？」討論会にブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官が

参加。特許・商標・意匠権の承認に要する時間を短縮するための同庁の取り組みに

ついて説明した。これらの取り組みから、権利として保護されているもの、あるい

は棄却されたものをより迅速にデータベース上で検索できるようになるため、模造

品の削減にも重大な影響を与えうると述べた。全国模造品・違法取引撲滅フォーラ

ム（FNCP）の調査によると、2016 年には経済界で 890 億レアル、脱税行為で 410

億レアルの合計 1300 億レアルの損失があったとされる。OAB リオ支部のパウロ・

パレンチ知的財産権・模造品委員長は、模造品取引が麻薬取引、汚職、資金洗浄、

人身売買、児童就労などと直接関係していることから、その根絶の必要性を訴え

た。 

 

日付 2017 年 12 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/copia-oficial-de-documentos-de-patentes-pode-ser-
obtida-por-sistema-eletronico-da-ompi 

タイトル 特許文書の公式コピーを電子システム上で提供 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、デジタル・アクセス・サービス（DAS）を通じ

て、知的財産権証明のための特許書類の公式コピーの提供を開始する。これは、既

存の印刷コピー、並びに PAG Delivery にて提供される電子コピーに加わる新たなオ

プションとなる。DAS は、電子ライブラリー上での優先権の証明を実現することに

よって、パリ条約の要件に申請者が対応できるようにするもので、この枠組みに参

加する産業財産庁間でこれら文書の安全なやり取りが保証される。DAS を利用する

場合、最初の出願先となるパリ条約に参加する同盟国の産業財産庁に優先権を証明

するための文書の提供を要請し、その際に DAS 用のセキュリティー・アクセス・コ

ードを受取る。続いて出願先となる他の同盟国の産業財産庁に、このセキュリティ

ー・アクセス・コードを用いて当該特許の優先権を証明する文書を受取るよう要請

することができる。当面の間、INPI は最初の出願国としてのみ DAS システムの運用

に加わることとなり、INPI に最初に出願された特許・実用新案か、もしくは PCT 出

願された特許で INPI が受理側となる場合にのみ、DAS のデジタル・ライブラリーに

て文書の利用が可能となる。 
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日付 2017 年 12 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 サイト Jornal do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/12/economia/599838-fecomercio-rs-lanca-e-
commerce-pirata-contra-a-venda-de-produtos-falsificados.html 

タイトル リオ・グランジ・ド・スル州商業連盟、模倣品販売撲滅のため「偽物の」オンライ

ンショップを開設 

 

日付 2017 年 12 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 サイト Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-dez-04/publicar-foto-projeto-arquitetonico-credito-
causa-dano-moral 

タイトル 建築設計図の写真を作成者の許可なく掲載することは懲罰的損害賠償の対象に 

 

日付 2017 年 12 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/delegacao-do-inpi-visita-empresa-e-embaixada-brasileira-
na-dinamarca 

タイトル INPI 代表団、デンマークにて企業とブラジル大使館を訪問 

要約 マウロ・マイア執行部長を団長としたブラジル産業財産庁（INPI）のデンマーク訪

問団は、12 月 5 日、糖尿病治療に特化した世界的企業である Novo Nordisk 社を訪

問し、ラルス・ケルベング副社長の歓迎を受けた。同日には、カルロス・パラニョ

ス在デンマークブラジル大使を訪問した。代表団は 8 日まで滞在し、組織内での手

順、品質管理、商標・意匠・特許部門での審査ツールについて会議を行なう。さら

に、法令、デジタル・ビジネス、両国間協力に関する協議も予定されている。 

 

日付 2017 年 12 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-inauguracao-de-nova-sede-da-abdi 

タイトル INPI、ABDI の新本部事務所の開所式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、12 月 6 日、ブラジリア

のブラジル産業開発庁（ABDI）の新本部開所式に参加。ABDI のグト・フェレイラ長

官に加え、マルコス・ペレイラ商工サービス大臣も参加した。同大臣は席上、INPI

のデータベース再構築、自動化、 IT 機器の更新におけるブラジル産業開発庁

（ABDI）による支援について述べた。 
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日付 2017 年 12 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/pph-com-o-epo-ja-esta-em-vigor 

タイトル EPO との PPH 事業が開始される 

要約 欧州特許庁（EPO）との PPH パイロット事業が、12 月 1 日から 2 年間の期限を設け

て実施されている。特許審査の迅速化に寄与することを目的として導入されたもの

で、これによりブラジルにおける審査結果を欧州での審査の迅速化に活用できるほ

か、INPI での審査においても EPO の審査結果を活用することができる。このパイロ

ット事業では 600 件を実施上限としており、化学・医療技術（医薬品を除く）分野

の出願を対象としている。ブラジルは欧州に加え、米国、日本、Prosur 諸国との

PPH パイロット事業を実施中で、2018 年 2 月には中国との実施が開始される。 

 

日付 2017 年 12 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-anvisa-buscam-reducao-do-prazo-de-exame-de-
pedidos-de-patente 

タイトル INPI と ANVISA、特許審査の期間短縮を目指す 

要約 ブラジルの医薬品特許の審査期間の短縮へ向けた取り組みの一環として、ブラジル

産業財産庁（INPI）は、国家衛生監督庁（Anvisa）に対し、同機関の知的財産分野

の審査官が INPI の施設内で業務に当たるよう提案を行っている。この提案は、12

月 4 日及び 5 日にリオデジャネイロ市内で開催された第 11 回全国製薬・医薬品分

野イノベーション会合（ENIFarMed）の最中、「どのように INPI と Anvisa の新たな

協定は特許審査を迅速化するのか」をテーマとした席上にて発表された。INPI のリ

アネ・ラージェ特許総合コーディネーターによると、INPI に自動化手順が導入され

ているので、運用を最適化できるとし、さらにリオデジャネイロ市内の両機関の間

での書類のやり取りも削減できる提案理由を説明した。現在、約 23000 件の出願特

許のうち、5,350 件が Anvisa での審査待ちとなっている。 

 

日付 2017 年 12 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/jpo-mostra-experiencia-com-terceirizacao-de-busca-e-
contratacao-de-temporarios 

タイトル 日本特許庁、検索の外注化及び期限付き職員の起用経験を紹介 

要約 日本特許庁（JPO）は、12 月 5 日、ブラジル産業財産庁（INPI）本部にて、INPI の

審査官を対象としたセミナーを開催し、大幅なる特許審査の遅滞を解決するために

採用した方法を紹介した。特許出願の技術的判断を前にした事前活動であるサーチ

の外部委託をテーマとして、同庁調整課審査企画室の安居拓哉課長補佐は、検索の

外部委託化（現在 10 社が役務を提供中）及び期限付き審査官の採用といった 2 つ

の方策を紹介した。期限付き審査官は JPO の職員として 5 年間（追加で 5 年間）の
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契約で採用され、期間の終了時には退職する。外部委託先では、民間企業からの技

師等で結成されたグループがサーチを行い、グループ・スーパーバイザーの多くは

JPO よりリタイアした元審査官が務める。特許検索については、外部委託先企業が

作成する報告書が JPO の審査官に提出され、その際には会議を行ない、採用された

基準等の説明を受けているという。必要に応じ審査官が補完的に検索を実施しても

良いこととなっている。同氏によると、日本における特許審査官の勤務時間の 4 割

が特許内容の理解に充てられ、3 割が検索に使われているという。法令変更により

もたらされたこれらの諸策により、2008 年に 29.3 ヶ月を要していた一次審査が

2014 年には 10.4 ヶ月に短縮できたという。鹿児島直人在リオデジャネイロ日本国

領事は、外部委託が開始された当時の自らの商標審査官としての経験を紹介した。

翌日には、さらに JPO 調整課審査企画室松本瞳課長補佐、JETRO サンパウロの岡本

正紀知的財産権部長が加わり、INPI 長官及び特許部長との会合に参加した。 

 

日付 2017 年 12 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/inpi-participa-do-viii-seminario-internacional-patentes-
inovacao-e-desenvolvimento 

タイトル INPI、第 8 回国際特許・イノベーション・開発会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、12 月 7 日、リオデジャネイロ市内で開催された第

8 回国際特許・イノベーション・開発会議（SIPID）に参加した。このイベントは、

ブラジルファインケミカル・バイオテクノロジー・関連専門分野産業協会

（Abifina）が主催するもので、ブラジル社会開発銀行（BNDES）が協賛、リオデジ

ャネイロ州工業連盟（Firjan）が後援している。INPI からは、リアネ・ラージェ特許

総合コーディネーターが参加し、最初のパネルにも参加。特許審査の遅滞に直面す

るブラジル産業界の挑戦について、考えられる解決策や、現在連邦政府で検討中の

パブリック・コメント募集の対象にもなった特許の審査簡素化等に関する討議が行

われた。 

 

日付 2017 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/noticia/brasil-perde-r-130-bilhoes-por-ano-com-pirataria-
contrabando-e-comercio-ilegal-aponta-estudo.ghtml 

タイトル ブラジルは模倣品・違法取引で年間 1300 億レアルの損失を被っていると調査で判

明 
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日付 2017 年 12 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,uniao-europeia-quer-vetar-parmesao-e-
conhaque-made-in-brazil,70002114306 

タイトル EU、ブラジル製のパルメザン・チーズとコニャックの名称使用禁止を求める 

 

日付 2017 年 12 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-curso-de-pi-para-profissionais-de-
comunicacao-social 

タイトル INPI、広報担当者向け知的財産講習を開催 

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 事務所で開催した。INPI 広報部のマルセロ・シメント及びナタ

ーリア・カランドリニ両職員が、知的財産に関する報道の際によく見られる誤り

や、知的財産のテーマをいかに大衆に簡素化して伝えるかをテーマとした発表を行

い、さらに INPI の検索データベースの仕組みについても紹介した。 
 

日付 2017 年 12 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/gestores-do-inpi-discutem-pi-com-empresarios-nacionais 

タイトル INPI、国内企業家らと知的財産に関し協議 

要約 12 月 12 日、ブラジル産業財産庁（INPI）は全国革新的企業研究開発協会（Anpei）

の知的財産管理委員会との会合を開いた。ルイス・ピメンテル長官は、最近発行さ

れた知的財産統計を記したインフォグラフィックを基に INPI の主要成果について説

明し、来年度の取組みへの見通しとして、バックログの持続可能な形での解消、及

びマドリッド協定への批准に対する INPI としての準備活動を挙げた。また、INPI の

ジュリオ・セーザル・モレイラ特許部長は、国内企業による早期審査事業の活用拡

大の重要性を述べ、来年に実施される予定の活動としてその普及が含まれているこ

とを説明した。紙ベースでの出願受付の廃止、地方支部への審査官派遣による審査

活動の分散化も 2018 年に予定される活動となっている。同委員会は、知的財産の

管理における公的機関や企業のグッド・プラクティスのマッピング・普及を活動目

的としている。同会合には、INPI の交渉コーデイネーターのラファエラ・ゲハンテ

及び知的財産審査官のデイエゴ・ムスコッフィほか、日本特許庁（JPO）で人材育

成関連研修を受講した統合コミュニケーション課長のナタリア・カランドリーニも

参加した。 
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日付 2017 年 12 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 em.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2017/12/13/interna_nacional,924315/recei
ta-destroi-22-mil-decodificadores-piratas-de-tv-fechada.shtml 

タイトル 国税庁、有料ケーブルテレビ・サービス用の模倣品デコーダー2 万 2 千点を破壊 

 

日付 2017 年 12 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/memorando-de-entendimento-entre-brasil-e-uruguai-
estabelece-cooperacao-bilateral 

タイトル ブラジル・ウルグアイ間の覚書により両国間の協力が規定される 

要約 ウルグアイ産業・エネルギー・鉱物省の一機関である産業財産局（DNPI）とブラジ

ル産業財産庁（INPI）は、12 月 14 日、知的財産分野の両国間協力を通じた両庁間

の関係強化を目的とした覚書を締結した。この署名式は、世界知的所有権機関

（WIPO）及びチリ産業財産庁が開催する「21 世紀における産業財産庁の挑戦に関

する地域会合：運営、協力、登録、技術移転に関する政策」の会期中に行われた。 

 

日付 2017 年 12 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/escritorios-de-pi-da-america-latina-debatem-melhores-
praticas-de-gestao 

タイトル 南米の産業財産庁、運営上のグッド・プラクティスについて協議 

要約 12 月 13～15 日の間、南米諸国の産業財産庁間の知的財産資産の管理運営上のグッ

ド・プラクティスに関する議論を高めることを目的として、世界知的所有権機関

（WIPO）及びチリ産業財産庁は「21 世紀における産業財産庁の挑戦に関する地域

会合：運営、協力、登録、技術移転に関する政策」を開催した。ブラジル産業財産

庁（INPI）のルイス・ピメンテルは、同庁での新たな人材管理モデルとして、2016

年 8 月に始まったリモートワーク事業を紹介。32 名を対象に開始し、現在は 110

名に増員している。これにより 56%の生産性向上が見られたことから、制度を拡大

するとともに、係長クラスの就業時間の柔軟化も検討中であるとした。また WIPO

はビデオ会議の中で、PCT 協定における特許出願者の性別について取り上げた。欧

州特許庁の調査によると、2005 年から 2014 年の間、女性による特許出願件数がブ

ラジルを含め増加したとされる。知的財産政策に関しては、南米諸国の知的財産庁

による医療保険分野の知的財産や活動資金確保がテーマとして挙げられ、また産業

財産庁間の協力モデルについても協議された。 
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日付 2017 年 12 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/prosur-apresenta-resultados-de-2017 

タイトル PROSUR、2017 年の成果を発表 

要約 12 月 15 日、世界知的所有権機関（WIPO）及びチリ産業財産庁が開催する「21 世

紀における産業財産庁の挑戦に関する地域会合：運営、協力、登録、技術移転に関

する政策」は最終日を迎え、PROSUR における南米・カリブ諸国間協力がテーマと

して取り上げられた。PROSUR は 2010 年に創設された知的財産の運営情報に関する

協力システムであり、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、エクアドル、

パラグアイ、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 ヶ国が参加している。PROSUR のデニッセ・ペレス事務局長は、新オンラ

イン・プラットフォーム、特許・商標・意匠検索システム、地域 PPH 事業、商標の

共通用語区分などの成果を紹介した。 

 

日付 2017 年 12 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/inpi-participa-de-posse-de-entidades-representativas-na-
area-de-pi 

タイトル INPI、知的財産分野の関連団体の代表就任式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長は、12 月 14 日、ブラジル

知的財産協会（ABPI）及びブラジル知的財産職員協会（ABAPI）の 2018～2019 年期

の新役員の就任式に参加した。ABPI の新会長には新任のルイス・エジガール・モン

タウリー・ピメンタ氏が就任し、ABAPI の新会長はリカルド・フォンセッカ・デ・

ピーニョ氏が再選し就任している。 

 

日付 2017 年 12 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 連邦上院議院 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2017/12/15/desburocratizacao-aprova-
agilizar-patentes-e-reforcar-o-inpi 

タイトル 行政効率化委員会が特許審査の迅速化と INPI の体制強化へ向けた措置を承認 

要約 連邦上院議会の行政効率化混合委員会は、12 月 14 日、アントニオ・アナスタジア

上院議院（PSDB 党、ミナスジェライス州選出）により提出された、特許承認まで

に要する時間の短縮とブラジル産業財産庁（INPI）に対する審査官 150 名の即時雇

用を求める報告書を承認した。現在同庁は、年間 55 件の決定を下すことのできる

350 名の審査官を有するが、年間 3 万件の新たな出願に対応するために最低 150 名

の増員は必要であると評価したもの。 
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日付 2017 年 12 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-dez-15/justica-federal-impedir-uso-marca-registrada-inpi 

タイトル 上級司法裁判所、INPI に登録された商標の使用差し止めは連邦裁判所のみ命ずるこ

とができると判断 

 

日付 2017 年 12 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 Jornal do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/12/economia/602173-prefeitura-de-porto-alegre-
lanca-nesta-segunda-acao-contra-comercio-ilegal.html 

タイトル ポルトアレグレ市役所が新たな違法取引対策を発表 
 

日付 2017 年 12 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-ministra-curso-de-exame-colaborativo-de-patente-
no-uruguai 

タイトル INPI、e-PEC システムについてウルグアイの特許審査官向けにトレーニングを実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、12 月 18 日及び 19 日、ウルグアイ産業財産庁

（DNPI）の特許審査官向けに審査協力プラットフォーム（e-PEC）に関する講習を

実施した。この取組みは、南米地域の他の産業財産庁との協力活動の一環として

INPI が推進しているもので、すでにアルゼンチン、ペルーとも審査官向けトレーニ

ングを行なっている。e-PEC とは、システムに登録されている他の産業財産庁とリ

アルタイムに審査中の協力活動を実現する Web 上のツールである。このシステム

上では、ある審査官が提示する内容の一部又は全部を他方の審査官が参照できるよ

うになっており、決定権は各々の産業財産庁に委ねられているのが特長である。審

査上の品質や法的な安全性が一層確保される点が出願者にとってのメリットとなっ

ている。 

 

日付 2017 年 12 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/unidades-regionais-avaliam-planos-para-2018 

タイトル INPI 地域支部、2018 年へ向けた活動計画を討議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の地域支部長らが、12 月 18 日及び 19 日にリオデジャ

ネイロ市内の INPI 本部にて、2017 年の活動を評価するとともに 2018 年の活動に関

する協議のため、イノベーション普及課との会合に臨んだ。フェリペ・アウグス

ト・デ・オリベイラ課長は、地域産業の支援に焦点を当てた支部の新たな活動モデ
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ルが決定されたこと、対応業務を決定するために支部の活動に対するフォローが実

施されたこと、さらに運営上の支障内容を明示できたことが、本年中に得られた良

い成果であったと強調した。支部長らはさらに、総務局・IT 課との会合に参加した

のに加え、トレーニングも受けた。 

 

日付 2017 年 12 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 Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/12/economia/602357-acao-destroi-30-mil-
mercadorias-ilegais.html 

タイトル ポルトアレグレ市にて、違法商品 3 万点を破壊 

 

日付 2017 年 12 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-lanca-carta-de-servicos-ao-usuario-e-cartilha-ao-
investidor-estrangeiro 

タイトル INPI、利用者向けサービスメニューと外国人投資家向け入門書を発行 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ポータルサイトにて、2017 年付大統領令第 9094

号に基づき、同庁が提供する全てのサービスに関する情報提供を目的として、利用

者向けサービスメニューを公開した。また、ブラジルが様々な国と交わしている投

資環境整備及び協力協定に対応するため、情報の透明性確保と外国人投資家の支援

の一環として、知的財産分野の外国人投資家向け入門書も公表した。（掲載先：

http://www.inpi.gov.br/cartaservicos） 

 

日付 2017 年 12 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 Folhamax ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.folhamax.com.br/cidades/fiscais-combatem-comercio-de-produtos-piratas-
em-cuiaba/148891 

タイトル クイアバ市内にて、検査官らによる模倣品取引の取締り活動を実施 

 

日付 2017 年 12 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/rio/policia-civil-doa-para-instituicao-de-caridade-roupas-
falsificadas-22215653 

タイトル 文民警察、模倣品衣類を貧困層支援団体に寄付 
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日付 2017 年 12 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 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-dez-21/montadora-nao-monopolio-pecas-reposicao-
membro-cade 

タイトル Cade メンバー、自動車メーカーに交換用部品を製造する上での独占はないと発言 
 

日付 2017 年 12 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 サイト Jornal Nacional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2017/12/dificuldade-para-conseguir-patente-
no-brasil-causa-prejuizos.html 

タイトル ブラジルで特許取得する上での障害が損害をもたらす 

 

日付 2017 年 12 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 サイト Jornal do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2017/12/opiniao/603197-todos-contra-a-pirataria.html 

タイトル 皆が模倣品に反対だ 

 

日付 2017 年 12 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 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2017-dez-26/hotel-nao-usar-marca-outro-mesmo-localizado-
outro-estado 

タイトル 異なる州に所在していても、ホテルが同じ商標を用いることは認められない 

 

日付 2017 年 12 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-recebera-r-20-milhoes-em-2018-para-melhoria-de-
processos-e-ti 

タイトル INPI、IT 処理の改善へ向け 2018 年中に 2000 万レアルの投資を受ける見込み 

要約 商工サービス省（MDIC）は、ブラジル産業財産庁（INPI）に対する 2000 万レアル

の投資を織り込んだブラジル産業開発庁（AIBD）の 2018 年活動計画を承認した。

これは今後 3 年間で総額 4500 万レアルまでの INPI に対する投資を見込んだ MDIC、

ABDI、INPI 間の技術協力協定の一部を成すものである。この投資事業には、アーカ

イブのデジタル化、データベースの改良、IT インフラの更新といった特許出願審査

で見られている遅滞に対する改善策が含まれている。3 者間協力は、INPI の特許審
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査期間を他国と同じ水準にまで短縮することを目的として、同庁が MDIC の支援の

もとで取り組んでいる審査官の増員、生産性向上を目的としたリモートワーク・パ

イロット事業、PPH 協定の締結、ブラジル衛生監督庁（Anvisa）との医薬品特許出

願における事前承認に関する両庁間指令などの他の対策と合わせて実施される。こ

れらの取組の成果として、2017 年 10 月までに前年同期比で 6.6%の特許バックログ

の削減が達成できている。 
 

 

 

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。 

 


