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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.15（2018年 1月分） 

2018年 2月 6日発行 

日付 2018 年 1 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/resolucao-institui-diretrizes-de-exame-de-pedidos-de-
patentes-na-area-de-quimica 

タイトル 化学分野の特許出願の審査指針が決議により規定される 

要約 2018 年 1 月 2 日付の産業財産官報上で、化学分野の特許出願の審査指針を規定す

る 2017 年付決議第 208 号が公布された。特許出願利用者に対する透明性を確保す

るため、この決議内容は 2017 年にパブリック・コメントの募集が行われていた。 

 

日付 2018 年 1 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-no-museu-do-amanha-sobre-
patentes-verdes 

タイトル INPI、「明日の博物館」にてグリーン特許に関するイベントに参加 

要約 1 月 16 日 15 時よりリオデジャネイロ市内の「明日の博物館」で実施されるトーク

ショーのテーマとして「グリーン特許」が取り上げられる。ブラジル産業財産庁

（INPI）が後援する当イベントは、「グリーン特許」が一般的な特許と異なるもの

であり、かつどのようにそれがブラジルのイノベーションを飛躍する一助となって

ブラジル経済に影響を与えてきたかという観点から実施される。ラウンドテーブル

では、INPI 研究員の参加に加え、鉄鉱石加工及びその残渣の取扱いプロセスに関す

るグリーン特許を取得した New Steel 社の法務・環境・人事・調達役員のニュート

ン・ソウザ氏が参加する。 

 

日付 2018 年 1 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-assume-presidencia-e-secretaria-tecnica-do-ibepi 

タイトル INPI、IBEPI 代表部と技術局代表に就任 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2018 年 1 月 1 日、イベロ・アメリカ知的財産プロ

グラム（IBEPI）の代表部と技術局代表に 1 年間の期限付きで就任する。昨年までは

アルゼンチン産業財産庁がこれらを担務していた。IBEPI は、イベロ・アメリカ事

務総局（SEGIB）により 2012 年に設立されたもので、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 13 カ国が加盟してい

る。IBEPI は、工業・商業・研究分野での競争力を高めるツールとしての知的財産

の戦略的な利用を通じてイベロ・アメリカ社会の開発を促進することを目的として

活動している。 

 

日付 2018 年 1 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/ha-quase-40-anos-no-mercado-loja-de-cds-perde-
guerra-para-internet-e-fecha-as-portas-no-ac-nao-da-mais-diz-dono.ghtml 

タイトル アクレ州で、創業約 40 年の CD 店がインターネットの影響で閉店 

 

日付 2018 年 1 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 サイト Lexis 360 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lexisnexis.com.br/lexis360/noticias/190/cellera-farmaceutica-compra-marca-
e-propriedade--2/?utm_expid=123156474-
13.2OyayD4NQfS3iNKtxg22BA.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 

タイトル Cellera Farmacêutica 社が Novartis 社の商標と医薬品の知的財産権を取得 
 

日付 2018 年 1 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/sites-de-videos-piratas-arrecadam-mais-de-17-
milhoes-em-pubilicidade-22266825 

タイトル 違法動画サイトは、1700 万レアル以上の広告収入を得ている 

 

日付 2018 年 1 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 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/empresa-de-registro-de-marca-cresce-1200-no-
ultimo-semestre,2ea22c365575bba4ce67c8e33a5f6baa5tfyn5y6.html 

タイトル 商標登録支援サービス企業が過去 6 ヶ月間に 1200%の成長を見せる 
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日付 2018 年 1 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/inpi-discute-temas-de-propriedade-industrial-com-a-abapi 

タイトル INPI、ABAPI の知的財産関連のテーマについて協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官及びフェリペ・メロ イノベ

ーション普及総合コーディネーターは、1 月 12 日、リオデジャネイロ市内にてブ

ラジル知的財産職員協会（ABAPI）のヒカルド・ピーニョ会長との会合に臨んだ。

この会合では、産業財産に関連するテーマの 2018 年における展望について協議が

行われた。 

 

日付 2018 年 1 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-debate-acoes-para-2018-com-a-abpi 

タイトル INPI、2018 年の活動に関し ABPI と協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官とフェリペ・メロ イノベー

ション普及総合コーディネーターは、1 月 15 日、リオデジャネイロ市内にてブラ

ジル知的財産協会（ABPI）のルイス・エドガルド・モンタウリ・ピメンタ会長らと

の会談に臨み、2018 年の産業財産権関連の活動や国内外での協力に関して協議し

た。 

 

日付 2018 年 1 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/curso-geral-de-propriedade-intelectual-a-distancia-esta-
com-inscricoes-abertas 

タイトル 遠隔での知的財産総合講座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）の協力の下で実施す

る、2018 年度の知的財産遠隔総合講座（DL 101P BR）の初回開講分の受付申込みが

開始された。受付期間は 2 月 2 日までで、申込者が 2,000 人に達した場合にはそれ

を以って締切りとなる。このオンライン講座は無料で、受講時間は 75 時間。著作

権、特許、商標、地理的表示、意匠、新種種苗の保護、不正競争、IT、技術契約、

国際条約など、知的財産に関する様々なテーマに関し総合的に学習することが可能

な内容となっている。 

 

 

 

 



Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 

 4 

日付 2018 年 1 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/primeiro-registro-de-ig-de-2018-e-concedido-para-o-
guarana-de-maues-no-amazonas 

タイトル アマゾナス州のマウエース産ガラナを 2018 年度の最初の地理的表示として登録 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1 月 16 日付の知的財産官報（RPI）第 2454 号に

て、2018 年最初の地理的表示（IG）の登録を公布した。アマゾナス州の同名の市の

名産品であるマウエース産のガラナが、生産地表示（IP）として登録された。これ

は 2015 年に「マウエースの地理的表示を求めるガラナ生産者協会」が出願してい

たもの。現地生産者らによると、適した気候や環境、農業研究、何代にもわたる家

族生産、数世紀にわたり開発されてきた管理・加工手法、国内外での需要の高まり

によってこのガラナ文化が成立しているという。 

 

日付 2018 年 1 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/presidente-do-inpi-se-reune-com-secretarios-do-mdic 

タイトル INPI 長官、商工サービス省の局長らと会談 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 17 日、ブラジリアに

て、商工サービス省（MDIC）の零細・小企業特別局（SEMPE）のジョゼー・ヒカル

ド・ヴェイガ局長との会合に臨んだ。またイノベーション・新規ビジネス局長のマ

ルクス・ヴィニシウス・デ・ソウザ局長とも会談を行ない、INPI の 2017 年の活動

における成果や今年の見通しに関して協議が持たれた。さらに、ブラジル工業連盟

（CNI）でも 2017 年の活動成果について報告を行った。 

 

日付 2018 年 1 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/inpi-apresenta-resultados-positivos-de-2017-na-cni 

タイトル INPI、2017 年の成果をブラジル工業連盟に報告 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 17 日、ブラジリアに

て、2017 年の INPI の活動成果をブラジル工業連盟（CNI）に報告した。同長官は、

バックログの解消、庁内手続きに要している時間の短縮、産業界や社会に対するサ

ービス品質の向上に開発サービス省（MDIC）とともに取り組んでいることを説

明。CNI からは、カルロス・エドワルド・アビジャオディ工業開発ディレクターら

が同席した。 
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日付 2018 年 1 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/caso-de-sucesso-de-patente-verde-e-debatido-no-museu-
do-amanha 

タイトル 「明日の博物館」にて、グリーン特許の成功事例について討議 

要約 新たな技術の開発と社会環境の課題解決をどのように両立させるのか。この課題の

一つの解決策となりうる「グリーン特許制度」をテーマに、1 月 16 日、リオデジ

ャネイロ市内の明日の博物館にてトークショーが行われた。ブラジル産業財産庁

（INPI）のジゼリ・アウメイダ特許審査官は、INPI のこの取組みはグリーン技術が

市場に行き届くまでの時間を短縮させるメリットを説明。発明者にとっても、早期

に特許を取得することができることによりライセンスを交渉する上での法的な安全

性が高まるとした。2011 年の制度創設以来、2017 年 2 月までに出願された主な特

許の技術分野は、廃棄物管理（51.3%）、代替エネルギー（28％）、農業（10.2%）

であった。New Steel 社のニュートン・ソウザ法務・環境・人事・調達担当ディレ

クターは、鉄鉱石加工と残渣管理で利用する水の節約と廃棄発生量の削減を実現す

る同社が開発した技術を紹介。同氏によると、複数の国で特許を出願した中で、グ

リーン特許制度の設けられていたブラジルが最初の特許取得国となった。米国の特

許はその 1 ヶ月後に認められ、現在では 12 カ国でこの技術が保護されているとい

う。 

 

日付 2018 年 1 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-jan-17/filmes-musica-tropa-elite-nao-confundem-
decide-trf 

タイトル 連邦第二地裁、Tropa de Elite の映画と楽曲は別作品であり混同されないとの判断を

下す 

 

日付 2018 年 1 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/noticia/toyota-registra-desenho-de-mini-prius-no-brasil.ghtml 

タイトル トヨタ、ブラジルにおける「ミニ」プリウスの意匠を登録 
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日付 2018 年 1 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-reduz-backlogs-de-patentes-marcas-e-desenhos-
industriais-em-2017 

タイトル INPI、2017 年に特許・商標・意匠のバックログを削減 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2017 年、特許・商標・意匠のバックログを削減し

た。バックログの削減につながった取組みとしては、開発商工省（MDIC）の支援

のもとで 210 名の職員を過去 2 年間に採用したことに加え、内部手順の見直しや IT

システムの改善が行われたことなどが挙げられる。特許分野では、2016 年の

243,820 件に対し 2017 年には 225,115 件と 7.6%のバックログを削減。同様に、商標

では 421,941 件から 358,776 件と 14.9%の減少を見た。意匠では、12,555 件から

9,288 件と 26%の削減となった。2018 年にも INPI は引き続きバックログの解消へ向

けた努力を継続する。このためにブラジル産業開発庁（ABDI）は 2018 年に 2 千万

レアルの投資を INPI に対して実施する予定で、投資総額は 3 年間で 4 千万レアルと

なる見込みである。 

 

日付 2018 年 1 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-debate-propriedade-industrial-na-embaixada-do-
japao 

タイトル INPI、日本国大使館にて知的財産に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 18 日、ブラジリアの

日本国大使館にて、山田彰大使、山中修公使、光廣政男農業担当書記官との会合に

臨んだ。同長官は、日本特許庁（JPO）との審査官育成における協力の重要性につ

いて説明。また、INPI に対する出願状況として日本からの出願件数が全体のおよそ

7%を占めており、国別ではドイツに続く 2 位であることを明らかにした。同長官

は、在リオデジャネイロ総領事館の星野芳隆総領事、経済班の鹿児島直人領事、日

本貿易振興機構（JETRO）の岡本正紀部長からの支援についても強調した。 

 

日付 2018 年 1 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-e-secretaria-de-comercio-exterior-do-mdic-discutem-
acoes-e-prioridades-para-este-ano 

タイトル INPI、開発サービス省外商局と本年の活動と優先事項について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 18 日、ブラジリアに

て、開発サービス省（MDIC）のアブラォン・ミゲル・アーラベ・ネト外商局長ら

との会合に臨んだ。会議では、2017 年の INPI の活動成果に関するデータの紹介

と、2018 年に共同で取り組む優先事項について協議が行われた。 
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日付 2018 年 1 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/ministro-marcos-jorge-preside-5a-reuniao-do-comite-de-
governanca-estrategica 

タイトル マルコス・ジョルジェ商工サービス大臣が第 5 回戦略的統治委員会を主宰 

要約 商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジェ大臣（代行）が主催し、省内の

全幹部が集まる第 5 回戦略的統治委員会（CGE）が、1 月 18 日にブラジリアで開催

された。大臣は 2017 年を振り返り、MDIC が一丸となって運営上の改善強化を図る

ことのできたキーとなる年であったと評価。また、2017 年 3 月に CGE で承認され

た 2016～2019 年期の MDIC 戦略計画の一環として、行政の他機関の見本とされる

煩雑な行政手続きの簡素化計画を承認するに至ったことにも言及した。会議では、

2017 年に行われた内部活動の紹介に加え、MDIC に付属する全機関（ABDI、INPI、

Inmetro、Suframa）の代表者を前に CGE メンバーにより本年の計画が紹介された。

ブラジル国内と海外における競争力の強化、ビジネス環境改善の促進、輸出の増加

を主要活動とし、これらの目標数値が定められた。 

 

日付 2018 年 1 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/mdic-anuncia-r-40-milhoes-de-investimentos-para-
sistema-brasileiro-de-pi 

タイトル 商工サービス省、ブラジル産業財産システムに対し 4 千万レアルの投資を発表 

要約 マルコス・ジョルジェ・リマ商工サービス相（代行）の調整の下、ブラジル産業財

産庁（INPI）は 1 月 18 日、特許バックログの解消と今後の審査効率を向上させるこ

とを目的とした 4 千万レアルの投資を受ける協定を締結した。この投資は、ブラジ

ル産業開発庁（ABDI）と交わされた技術協力協定（ACT）を通じて実施されるも

の。IT インフラの改善、業務プロセスの見直し、特許出願フローを新たな運用水準

に向上させ、国際的に採用されている手続きとの共通化を確保することを目的とし

ている。協定では、特許バックログ問題解決への支援、特許審査手続きの近代化、

競争力のあるインテリジェンスの創出の 3 つの主要分野を定めている。2018～2020

年には、書類・プロセスのデジタル化、情報管理とデータ流通のための技術的解決

策の策定、問題点の洗い出しとそれらの解決、審査判断手続きの再構築といった点

で各機関が連携する。さらに、活動計画には産業財産分野の機会分析や新たな手順

の創設といった活動も含まれている。 

 

日付 2018 年 1 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-participa-de-pre-piloto-de-exame-colaborativo-de-
patentes-com-o-uruguai 

タイトル INPI、ウルグアイとの協働審査に係るプレ・パイロット事業に参加 
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は今月、ウルグアイ全国産業財産局（DNPI）との特許

協働審査のプレ・パイロット事業に、e-PEC プラットフォームの利用を含め参加し

ている。現段階では、各機関で 10 件まで、合計 20 件の出願特許まで審査を行なう

ことになっている。審査結果を公表する前に両機関で情報交換することが可能とな

る。第 2 段階では、同じ案件の審査をそれぞれの機関が行ない、その際に一部もし

くは全部について同意するか、審査自体を却下することができる。その間、審査官

らはお互いにやり取りを行なうことができ、それぞれの機関が審査結果を発表す

る。このような経験交流は審査品質の向上に寄与することが見込まれる。e-PEC と

は、異なる機関同士での特許審査にてリアルタイムの協力を可能とする Web ツー

ルである。アルゼンチン、ペルーの産業財産庁はすでに e-PEC を利用する上での訓

練を受けており、さらにオーストラリア、ヨーロッパ、中国、日本もこのシステム

の潜在的なメリットに対し関心を表明している。 

 

日付 2018 年 1 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/01/18/projeto-garante-autonomia-
funcional-e-financeira-ao-inpi 

タイトル 法案が INPI の活動及び予算に対し独立性を与える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、上院法案 2017 年付第 173 号により、独立性、収入

源、資産上の特権を得るようになる。法案はカッシオ・クーニャ・リマ議院（パラ

イーバ州選出・PSDB 党）により提出されたもの。上院の憲法・司法・市民権委員

会（CCJ）にて、ヴァウジール・ハウピ議員（ロライマ州選出・PMDB 党）が法案に

賛同的な報告を行なった。この法案が可決されれば、企画省に INPI が自ら提案書を

提出することにより、公務員試験を通じて職員を採用することが可能となる。また

この法令案では、手続き期間の逓減やプロセス改善を目的とした目標計画や資金利

用を含む年間運営報告書の公表が INPI に義務付けられるようになる。この手続き期

間に関し、出願特許の秘匿期間を 18 ヶ月から 12 ヶ月、出願審査要請期間を 36 ヶ

月から 18 ヶ月、出願特許の取り下げから回復要請までの期間を 60 日から 30 日、

要請された書類の出願者による提出期限を 60 日から 30 日、追加要請に対する出願

者からの意見表明期間を 90 日から 30 日にそれぞれ法案上で短縮されている。 

 

日付 2018 年 1 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/projeto-piloto-gratuito-emitira-pareceres-anteriores-ao-
exame-do-pedido-de-patente 

タイトル 無料のパイロット事業で出願特許の事前審査見解書を発行 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1 月 23 日、他国の産業財産庁から指摘され内容調

整を伴った特許出願の補正書等を無料で提出することを可能とするパイロット事業

を開始する。この事業を通じて、INPI は海外の産業財産庁により指摘があり、技術

審査で考慮されることになる先行技術の有無を明示した事前審査の見解書を発行す

る。この事前見解書の内容に関係なく、審査官には本審査の際に新たな先行技術の
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検索を実施することが認められる。このパイロット事業は、審査を実施可能な状態

となっている出願案件を対象として、出願順に、技術分野別に 40 件までの事前審

査見解書が発行されるまで実施され、全体上限を 80 件とする。2018 年 3 月まで実

施される。発行される事前審査見解書は産業財産官報（RPI）上の 6.20 項に、その

案件に関係する先行技術とともに掲載される。申請者には、その指摘に対して自ら

の出願内容を改める期間が 60 日間与えられる（コード番号 206、無料サービ

ス）。 
 

日付 2018 年 1 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-trata-das-acoes-de-cooperacao-em-pi-com-a-aspi 

タイトル INPI、サンパウロ州知的財産協会と産業財産分野での協力活動について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、1 月 22 日、INPI 本部に

て、サンパウロ州知的財産協会（ASPI）のマルセロ・ド・ナシメント会長及びヒカ

ルド・ヴィエイラ・デ・メーロ渉外部長との会合に臨み、主に産業財産分野におけ

る協力活動など 2018 年の INPI の活動について協議した。 

 

日付 2018 年 1 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 Valor ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.valor.com.br/agro/5274843/inpi-julga-procedente-pedido-para-anular-
patente-de-soja-da-monsanto 

タイトル INPI、モンサント社の大豆の特許に係る無効審判請求を妥当と判断 

 

日付 2018 年 1 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/agencia-puc-rio-de-inovacao-apresenta-resultados-para-
equipe-do-instituto 

タイトル リオ PUC 大学のイノベーション局が INPI に成果を報告 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とリオ PUC 大学イノベーション局（AGI）は、1 月 22

日、それぞれの 2018 年の活動計画を紹介し、さらに今後の協業可能性を検討する

ための会合を行なった。AGI のコーディネーターを務めるシレイ・ヴィルジニア・

コウチーニョ氏は、民間分野と学会の専門家の関係をより緊密なものとすることを

目的に 2017 年に開催したイベントや、今年度予定されている活動について紹介し

た。同氏によると、AGI は創立 13 年目。同局の産業財産管理の下、リオ PUC 大学

はブラジル国内で 57 件の特許を出願し、14 件の特許を保有している。この多くが

グリーン特許などの早期審査制度を活用したもの。現在では、商用化の可能性を伴

った技術のみを出願する方針を採っているという。商標・意匠・コンピュータプロ

グラムに関しては合計 81 件を出願中で、46 件を保有している。AGI は、同大学が
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外部機関との共同開発を行なう際に、契約書に知的財産条項の追記・見直しをする

役割を担っている。 

 

日付 2018 年 1 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-e-agencia-ufrj-de-inovacao-estudam-parcerias 

タイトル INPI、リオデジャネイロ連邦大学イノベーション局との協業を検討 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とリオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）イノベーション

局は、1 月 25 日、ブラジルにおける産業財産サービスの改善活動について協議し

た。席上、ルイス・ピメンテル長官はこの 3 年間の主な INPI の活動内容と、UFRJ

との協業の可能性も含む 2018 年の活動見通しについて説明した。UFRJ イノベーシ

ョン局でコーディネーターを務めるヒカルド・ペレイラ氏は、学内における知財関

連のさらなる認知度向上の必要性を訴え、さらに人材育成の必要性があるとも説

明。例えば、特許検索や特許出願書類の作文のノウハウを習得することにより、出

願内容の品質向上を図ることができるとした。 

 

日付 2018 年 1 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/buscas-de-patentes-tem-novos-tutoriais-para-usuarios 

タイトル 知財サービス利用者向けに特許検索の新たなチュートリアルを発表 

要約 ユーザによる知財システムの効率的な利用を支援し、国内外の特許文書に含まれて

いる技術情報の幅広い活用を目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）は、ポータ

ルサイトで参照可能な特許検索実用ガイドに、さらに 3 つのチュートリアルを追加

した。これらのチュートリアルは、Patentscope、特許分類（CPC）、特許検索上の

論理演算子に関するもの。Patentscope は世界知的所有権機関（WIPO）のデータベ

ースで、ブラジルを含む 40 ヶ国以上の特許文書の全文検索を原文の言語で行なう

ことができる。USPTO と EPO が開発した CPC は、国際特許分類と比較して詳細に

分けられたもので、より具体的な検索を可能している。また特許検索における枝分

かれ・類似性検索用の論理演算子に関しては、INPI のデータベースでの簡単な検索

例を紹介している。 

 

日付 2018 年 1 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/inpi-divulga-plano-de-acao-2018 

タイトル INPI、2018 年の活動計画を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1 月 26 日、商工サービス省（MDIC）の戦略的指針

に則った今年度の同庁の活動を方向づける方針・目標・取り組みを定めた、2018

年の活動計画を発表した。今年度は、オペレーションの効率化、人材育成、協力、
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インフラ管理の 4 つの軸に整理された 3 つの優先達成目標と、10 の目標、さらに

30 の取組みを定めている。サービス向上に関連する方針としては、特許・商標・

意匠のバックログ削減、マドリッド協定加入へ向けた INPI としての準備、地理的表

示の登録出願審査手順の改善・統一化・迅速化が定められている。 

 

日付 2018 年 1 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 Gazeta do Povo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.gazetadopovo.com.br/agronegocio/agricultura/soja/monsanto-pode-perder-
patenteque-rende-r-23-bilhoes-por-ano-0kaslxljna2cc2372ahpm9ia4 

タイトル モンサント社、年間 23 億レアルの収入源となっている特許を失う可能性 
 

日付 2018 年 1 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/brasil-e-reino-unido-discutem-cooperacao-em-
propriedade-industrial 

タイトル ブラジルと英国、産業財産分野での協力を協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 29 日、ロンドンに

て、英国知的財産庁（UKIPO）のティム・モス長官との両庁間の協力に関する会合

に参加した。主な協力テーマは、審査プロセスの見直し、生産性の向上、品質改

善、管理運営・審査・品質面での訓練及びグッドプラクティスの経験交流など。会

合では、UKIPO におけるこれらのテーマで実施されている取組みも紹介された。 

 

日付 2018 年 1 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-vista-parque-tecnologico-no-reino-unido 

タイトル INPI、英国のテクノロジーパークを訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、1 月 30 日、英国ケンブ

リッジ市のグランタ・テクノロジーパークを訪問した。20 年以上にわたり続くこ

のテクノロジーパークは 80 万 9 千平米の敷地を有し、企業や研究開発センターが

集まる。この訪問により、英国のテクノロジーパークの運営モデルに関しての見識

を深めることとなった。同テクノロジーパークでは、バイオ製薬企業 AstraZeneca

社と同社のグループ会社バイオテクノロジーの研究開発を行なう MedImmune 社を

訪問した。同グループは年間およそ 60 億ドルを研究開発活動に投資しているとい

う。 
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日付 2018 年 1 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-divulga-relatorio-de-atividades-de-2017 

タイトル INPI、2017 年の活動報告書を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1 月 30 日、2017 年の活動報告書を公表した。主な

成果は、最終判断件数の増加とそれに伴うバックログの削減であり、特許出願では

7.6%、商標出願では 14.9%、意匠出願では 26%減少した。また、同庁の再審の判断

件数においても、拒絶査定を不服とする再審請求や無効請求に対する審査処理件数

が目標値に対して 35%増となっている。これらの成果の達成においては、商工サー

ビス省（MDIC）の支援に加え、手続きの簡素化や電子システムの改善といった取

組みが不可欠であった。 

 

日付 2018 年 1 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-renova-acordo-de-cooperacao-com-o-euipo 

タイトル INPI、EUIPO と協力協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 1 月 31 日、スペインのア

リカンテ市にて、欧州連合知的財産庁（EUIPO）との新たな協力協定を締結した。

会合には、EUIPO のクリスチャン・アルチャンビュー長官らが参加。席上、EUIPO

側とは両庁間で取り組んできた最近の協力活動に加えて、地域の産業財産システム

の発展を奨励する目的で実施されている IP Key Latin America プロジェクトについて

も協議が行われた。また、INPI がイベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）の代

表及び技術局長職を務めていることから、IBEPI の活動内容に関しても話し合いが

行われた。EUIPO は UE に於いて商標及び意匠の管理を担当している。 

 

日付 2018 年 1 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-e-escritorio-dinamarques-definem-atividades-de-
cooperacao 

タイトル INPI、デンマーク特許商標庁との協力活動内容を協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、1 月 29 日～2 月 2 日にかけ、リオデジャネイロ

にてデンマーク特許商標庁（DKPTO）の訪問団を受入れている。この訪問は、2017

年 12 月 4 日に交わされた覚書の範疇で両庁がどのような活動を行うかを協議・決

定するのを目的としたもの。協力しうるテーマとして、特許・商標の品質システ

ム、マドリッド協定への参加の際のオペレーション実務、特許審査や早期審査事業

の最適化、IT プロセスのマッピングと改善が挙げられている。 
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日付 2018 年 1 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/projeto-piloto-de-pph-com-a-china-entra-em-vigor 

タイトル 中国との PPH パイロット事業を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と中国産業財産庁（SIPO）の間の PPH パイロット事業

が、2 月 1 日から開始されている。この PPH 事業の規則は 2018 年付決議第 209 号

に規定されている。SIPO との PPH 事業は 2 年間の期限で行われ、200 件までの出願

を受付ける。IT、包装、測定、医薬品分野を除いた化学分野の出願が対象となる。

PPH により、ブラジルの特許保有者はその出願審査結果をもって中国国内での早期

審査を受けることが可能となり、またその逆も行われる。 

 

 

 

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。 

 

  


