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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.16（2018年 2月分） 

2018年 3月 6日発行 

日付 2018 年 2 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-visita-instituto-espanhol-de-patentes-e-marcas 

タイトル INPI、スペイン特許商標局の訪問を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 1 日、スペイン特

許商標庁（OEPM）を訪問した。パトリシア・ガルシア・エスクデーロ長官との会

合では、審査官の育成、テレワーク、品質ポリシー、利用者対応サービス、プロセ

スの自動化などのテーマについて協議された。また、INPI が代表及び技術局長職を

務めているイベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）に関しても協議が行われ

た。 

 

日付 2018 年 2 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/inpis-do-brasil-e-de-portugal-discutem-cooperacao 

タイトル ブラジルとポルトガルの産業財産庁間の協力関係について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 2 日、ポルトガル

産業財産長のレオノール・トリンダーデ評議会代表との会合に臨み、両長官の協力

に関して協議を行った。INPI が代表及び技術局長職を務めているイベロアメリカ産

業財産プログラム（IBEPI）に加えて、ポルトガル語諸国やイベロアメリカ諸国の参

加を呼びかける地理的表示に関するイベントの開催について、さらにポルトガル語

圏商標システムについても話し合いが持たれた。会合の後、INPI 訪問団はポルトガ

ル知的財産コンサル協会を訪問した。 
 

日付 2018 年 2 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/cni-destaca-apoio-ao-plano-de-acao-2018-do-inpi 

タイトル ブラジル工業連盟、2018 年の INPI 活動計画に対する支援を表明 

要約 ブラジル工業連盟（CNI）は、ブラジル産業財産庁（INPI）に宛てた書簡の中で、同
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庁の 2018 年活動計画に対する支援を表明し、ブラジルの知的財産システムの効率

化を追求する上で INPI に対する協力は惜しまない旨を伝えた。このメッセージは、

CNI の工業政策ユニットのジョアン・エミーリオ・ゴンサルベス部長によるもの。

CNI は、「INPI の活動計画を大いなる高揚感とともに受け取った」とし、特に現状

のバックログ問題を解消する特別な解決手法の導入や、マドリッド協定への参加を

見越した INPI による準備などの優先事項が、工業界の期待に沿ったものであると評

価している。 

 

日付 2018 年 2 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-unirio-debatem-acordo-de-cooperacao-tecnica 

タイトル INPI、リオデジャネイロ州連邦大学と技術協力について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 6 日、リオデジャ

ネイロ州連邦大学（UNIRIO）を訪問し、両機関の間での技術協力協定を締結した。

この協力は、研究活動における知的財産及びイノベーションの普及や、人材育成、

さらに遠隔教育に関する経験交流を目的としたもの。ブラジル国内の公立大学に技

術イノベーションセンター（NIT）を設置することを規定した技術革新法の制定に

伴い、UNIRIO は 2016 年に NIT 及び社会・文化イノベーションセンター（NICS）を

設立した。これらのセンターは、企業や公的機関との協力事業と戦略的連携を通じ

て、効果的な方法で創出された知識を社会に広めることに焦点を当てた活動を行っ

ている。 

 

日付 2018 年 2 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-divulga-indice-de-execucao-final-do-plano-de-acao-
de-2017 

タイトル INPI、2017 年の活動計画に対する達成度を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2017 年の活動計画で定められた知的財産権の出願

審査活動に関連する 10 の運営上の目標のうち、9 つにおいてそれを上回った。活

動計画では、同庁が管轄する分野にて、44 の取組みに対応した 331 項目の目標成

果を定めていた。達成できた項目の中には、化学分野の特許審査の方針規則の制

定、新たな PPH 協定の締結、商標審査の迅速化のための手順変更、4 千万レアルを

同庁に投資する商工サービス省（MDIC）とブラジル工業開発庁（ABDI）との技術協

力事業への署名などが挙げられる。活動計画全体では、予定されていた達成目標に

対する達成度は 87%となった。 
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日付 2018 年 2 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 サイト Dinheiro Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dinheirorural.com.br/associacao-do-pr-lanca-campanha-contra-pirataria-de-
sementes/ 

タイトル パラナ州種子生産者協会が種子の模倣品対策キャンペーンを発表 

 

日付 2018 年 2 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-de-reuniao-do-ip-brics-na-china 

タイトル INPI、中国において IP BRICS の準備会合に参加 

要約 2 月 7 日～9 日にかけ、中国・北京において、ブラジル、ロシア、インド、中国、

南アフリカの産業財産庁からなる IP BRICS のコーディネイトグループの会合が行わ

れた。この会議は、2018 年 3 月に中国・成都市にて開催を予定している第 10 回産

業財産庁代表者会議（BRICS Hipo）の準備と協力活動の進捗状況の確認を主な目的

としたもの。ブラジル産業財産庁（INPI）は協力活動のうち現在最終段階にあり今

年中にも導入される予定の特許再区分及び伝統的知識の区分事業を担当している。 

 

日付 2018 年 2 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 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/2018/02/07/dinheiro-da-alienacao-de-
produtos-pirateados-podera-beneficiar-estados 

タイトル 模倣品の譲渡により得た資金の恩恵を国が受けることが可能に 

要約 連邦上院議会の憲法・司法・市民権委員会（CCJ）は、2 月 7 日、下院法令案 2012

年付第 63 号に対する修正案の一つを可決した。この修正案は、いわゆる模倣品犯

罪と呼ばれる著作権侵害行為を撲滅するために提案されていたもの。修正案はジョ

ゼ・セッハ議員（PSDB 党、サンパウロ州選出）の提案によるもので、連邦を構成

する州の当局により押収された製品を競売した際に得られる収入を、州の刑務所基

金に組み入れられるようにすることを規定している。現行法では、公的機関が犯罪

被害者となった場合にのみ、競売で得られた収益を州の収入に組み込むことが認め

られているが、この修正案によって広く知的財産権を侵した犯罪を州が取り締まる

ことへのインセンティブにつながると、アナ・アメーリア議員（PP 党、リオグラ

ンジドスル州選出）は委員会で報告している。2012 年付け法案第 63 号は、模倣品

の製造・販売の責任者への刑罰の適用拡大と著作権の保護を目的として、法務省の

管轄となっている全国模倣品・知的財産権侵害犯罪撲滅評議会（CNCP）の取組みの

一環で、レオナルド・ピッシアーニ議員（PMDB 党、リオデジャネイロ州選出）が

提案していた。 
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日付 2018 年 2 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/produtores-de-banana-de-santa-catarina-buscam-
registro-de-ig 

タイトル サンタカタリーナ州のバナナ生産者が地理的表示の登録のために訪問 

要約 2 月 7 日、Corupá 地域バナナ生産者協会（Asbanco）エリアネ・クリスチーナ・ミ

ューレル会長が、本年 8 月にサンタカタリーナ州で開催される地理的表示に関する

ワークショップへのブラジル産業財産庁（INPI）の参加を協議するため、同庁を訪

問した。Asbanco は、同地域産のバナナに対する地理的表示の出願を INPI に行なっ

ている。同地域では、大多数が零細農家からなるおよそ 1,000 家族が、標高 500m

までの土地で 110 年間にわたりバナナを生産している。生産者らによると、Corupá

産のバナナは国内で最高の甘さを有しているという。 

 

日付 2018 年 2 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/decreto-regulamenta-lei-da-inovacao-e-dispoe-sobre-
direitos-de-pi 

タイトル 技術革新法の細則で知的財産権に関する規定が設けられる 

要約 2 月 8 日付の官報にて、技術革新法（法令第 10,973 号）に定められた科学技術研究

に関する細則を規定した 2018 年 2 月 7 日付大統領令第 9,283 号が公布された。こ

の大統領令によると、公共機関が、企業・研究開発機関（ICT）や革新的な製品・

プロセス・サービスを創出することを主目的とした非営利団体との間の協力事業に

参加することに加えて、技術移転や技術普及を促進する役割が認められている。そ

のような場合には、協力当事者らは法的な拘束力を持つ契約書等にて、知的財産の

所有権と、協力関係の結果として創出されたものを商業利用する際、その成果にそ

れぞれがどのように関与するかを規定しなければならないとしている。知的財産権

利用、ライセンス、技術移転のような技術発注契約でも同様となる。この大統領令

の制定には商工サービス省が深く関与しており、マルコス・ジョルジェ大臣は、民

間分野の中でも特に生産部門において、この細則は研究開発やイノベーションに対

するインセンティブを与え、ブラジルの法体系を強化するものだと述べている。ま

たブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官はこの法令について、研

究開発における協力活動に関連する契約上で知的財産権の定義を明確にすること

で、イノベーション体系を強化するものであると説明している。 

 

日付 2018 年 2 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/governo-regulamenta-marco-legal-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao/ 

タイトル 連邦政府、科学技術イノベーション基本法の細則を規定 
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日付 2018 年 2 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/anatel-planeja-operacao-de-combate-pirataria-de-
celulares-22398099 

タイトル Anatel、模倣品携帯電話の撲滅へ向けた施策を計画 

 

日付 2018 年 2 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/nas-novas-instalacoes-do-inpi-em-sc-instituto-discute-
desafios-futuros 

タイトル サンタカタリーナ州の INPI 地域支部の新館にて、将来の課題について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官とアラケン・リマ サンタカ

タリーナ州地域支部長は 2 月 15 日、フロリアノーポリス市にて、州のイノベーシ

ョン機構のメンバーらと 2017 年の INPI の活動成果と将来的に取り組む課題に関し

て協議した。会合は同州の INPI の新たな施設で行われ、サンタカタリーナ州イノベ

ーション憲章で規定される活動に対するイノベーションに関連する公共政策の課題

について協議が行われた。 

 

日付 2018 年 2 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 ブラジル知的財産協会 ※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=646 

タイトル サンパウロ知的財産協会会議がバーチャル環境に関し協議 
 

日付 2018 年 2 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/cni-destaca-avancos-do-inpi-em-manifestacao-sobre-
relatorio-norte-americano-relativo-a-pi 

タイトル CNI、知的財産に関する米国政府報告書に関する声明にて INPI の改善をアピール 

要約 ブラジル工業連盟（CNI）と、米国でブラジルの民間部門を代表するブラジル工業

連合（BIC）は、米国通商代表部（USTR）に対して、ブラジル産業財産庁（INPI）の

運営に改善が見られたことを報告した。米国と通商関係にある国の知的財産保護の

環境についてまとめている同代表部の 2017 年版の報告書では、ブラジルを監視国

として区分していた。CNI と BIC が報告した文書では、INPI の生産性向上とバック

ログ削減、手順の簡素化や国際協力の進展、ブラジル衛生監督庁（ANVISA）との協

定や技術移転契約の新たな規定の策定といった取組みに触れ、ブラジルを注視対象

国リストから外すことを推奨している。 
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日付 2018 年 2 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/aberta-consulta-publica-sobre-registro-de-topografia-de-
circuito-integrado 

タイトル 回路配置利用権の登録に関するパブリック・コメントの募集を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2 月 19 日、e-Chip と呼ばれる電子フォーマットを

利用した回路配置利用権の登録に関する新手順に関するパブリック・コメントの募

集を開始した。パブリック・コメントの専用ページでは、細則案及び利用者マニュ

アル案を参照可能であり、これらに対するコメントを記入するフォーマットも備わ

っている。受付期間は 30 日間で、電子メール(saesp@inpi.gov.br)にて提出する。 

 

日付 2018 年 2 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-disponibiliza-informacoes-mais-detalhadas-sobre-
patentes-no-buscaweb 

タイトル INPI、特許検索 Busca Web システムでより詳細な情報を公開 

要約 特許情報へのアクセスを容易にするため、ブラジル産業財産庁（INPI）は 2 月 20 日

より、特許検索システム Busca Web 上の特許年間料金と特許承認に関する情報をよ

り詳細に提供する。さらに、INPI における特許審査手続きの進捗状況に関しより分

かりやすくするために、順序立てられ整理された情報を提供する。 

 

日付 2018 年 2 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-emitira-exigencia-sobre-acesso-ao-patrimonio-
genetico 

タイトル INPI、遺伝資源へのアクセスに対する要求を発行する 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2 月 27 日以降に出願される全ての特許について、

出願手続きの第 6.6.1 項にて新たな要求事項を通知する仕組みに変更する。これ

は、対象となるケースにおいて、「国内遺伝資源又は遺伝資源に関連する伝統的知

識」への登録もしくはそのアクセス承認を、知的財産官報（RPI）への出願の公示

日から 60 日の間、出願者が有していることを証明するための手順。出願者は、遺

伝資源へのアクセスを認める宣誓書に対応したコード 264 の連邦政府納付票

（GRU）を出力し、これを INPI の電子申請システム上で登録することが必要とな

る。60 日の間に特に出願者からの意見表明が見られなかった場合は、「国内遺伝

資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識」へのアクセスがなかったものと見なさ

れ、INPI は出願特許の審査を継続することとなる。この証明手続きは、「国内遺伝

資源又は遺伝資源に関連する伝統的知識」にアクセスする許可もしくは登録証明を

提示する義務を出願者に対し定めた暫定令 2001 年付第 2,186-16 号が有効な間に出

願される特許の出願規則に従い、2015 年付法令第 13,123 号で規定された 2017 年

11 月 6 日から 1 年以内に提出が義務付けられるとの条件に対応したもの。 
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日付 2018 年 2 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/missao-brasileira-no-japao-discute-mudancas-no-sistema-
de-pi 

タイトル 日本へのブラジル訪問団が知的財産システムの変化について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 22・23 日に東京で

開催されている、経済、社会、文化の発展のための知財制度の活用に関する WIPO

ハイレベルフォーラムに参加した。このイベントは、日本国特許庁（JPO）の協力

の下で世界知的所有権機関（WIPO）が主催するもので、WIPO のフランシス・ガリ

事務局長、日本の大串正樹経済産業大臣政務官、宗像直子特許庁長官に加え、世界

60 ヶ国の代表者が参加した。INPI 長官は、フィリピン、南アフリカ、スリランカの

代表者らとパネル「時代の傾向に対応するための知的財産の枠組みの変化」に参加

し、INPI として取り組んでいる手続きの自動化、バックログ問題の持続可能な解決

方法、全公式文書のデジタル化、煩雑な手続きの解消などについて述べた。同長官

は会期中、フィリピン、シンガポール、ベトナムとの知的財産分野での協力につい

て協議するために会合にも参加。またイベントに先立つ 2 月 21 日には、国際関係

コーディネート部のヘナータ・リバス職員が JPO を訪問。また 23 日には同氏は長

官とともに科学未来館を見学した。 

 

日付 2018 年 2 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/suposta-falsificacao-de-medicamento-
contra-cancer-e-investigada-no-rio-grande-do-sul.ghtml 

タイトル リオグランジドスル州で、がん治療薬の模倣品の疑いを捜査 
 

日付 2018 年 2 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-e-fortec-debatem-parceria-e-capacitacao 

タイトル INPI、全国イノベーション・技術移転管理フォーラムと協力関係・人材育成につい

て協議 

要約 全国イノベーション・技術移転管理フォーラム（Fortec）のクリスチーナ・キンテ

ーラ会長、シルレイ・コウチーニョ副会長らが 2 月 26 日、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、知的財産分野での協力関係について

協議した。同長官は昨年度の INPI の活動成果と 2018 年度の活動計画を紹介。同庁

に対する出願案件の品質向上を目的として、大学の研究者を対象とした特許検索技

術の向上策に関して協議した。 
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日付 2018 年 2 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/incubadora-de-florianopolis-e-eleita-a-quinta-melhor-do-
mundo 

タイトル 世界で 5 番目に優秀としてフロリアノーポリス市のインキュベーターが選出される 

要約 サンタカタリーナ州技術協会（ACATE）が運営する、フロリアノーポリス市の

MIDITEC が、大学との協調のカテゴリにて世界で 5 番目に優れたインキュベーター

として選出された。MIDITEC は、カナダ・トロントで開催されていた世界インキュ

ベーションサミット 2018 の会期中に、調査会社 UBI Global が主催する大学協調ビ

ジネスインキュベーター・アクセラレータ世界トップランキングで入賞したもの。

サンタカタリーナ州の小・零細企業支援サービス機関（Sebrae）によると、

MIDITEC を通じてすでに 99 社が起業支援を受け、現在 17 社が支援を受けている。

フロリアノーポリス市のスタートアップ企業の 13%が MIDITEC の支援を受けている

という。 

 

日付 2018 年 2 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-atividade-do-ano-brasil-reino-unido-de-
ciencia-e-inovacao 

タイトル INPI、「ブラジル英国科学イノベーション・イヤー」の活動に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 27 日に行われた

「ブラジル英国科学イノベーション・イヤー」のプレ発表イベントに参加した。最

初に、リオデジャネイロ港に停泊中のジェームス・クック・リアル号の館内を見

学。同船は全長 90m、艦内に研究用機器やセンサー類に加え、8 つの実験ラボを有

する。世界各地に遠征して研究活動を行う世界有数の先進的な研究用船舶とされ

る。同長官らは続いて、リオデジャネイロ市内の「明日の博物館」にて行われた

「ブラジル英国科学イノベーション・イヤー」のプレ発表イベントに参加した。 

 

日付 2018 年 2 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-discute-temas-de-propriedade-industrial-com-a-abpi 

タイトル INPI、ブラジル知的財産協会と知的財産をテーマに協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 28 日、ブラジル知

的財産協会（ABPI）のルイス・エジガルド・モンタウリ・ピメンタ会長らの訪問を

受けた。会合では、INPI の財政運営上の独立性などの同庁の立て直しのための様々

な提案内容に対する支持を同協会が表明。2 月 27 日には、同協会は経済紙 Valor 

Econômico にて INPI 運営の改善必要性を訴える広告を出していた。さらに、INPI の

電子システムがダウンあるいは不安定であった際の各種期限延長の手順についても

話し合われた。最後に、同団体の年間行事で今年は 8 月に開催される知的財産国際

会議及び同会議で 13 カ国が参加するイベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）
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に関する意見交換も行われた。 

 

日付 2018 年 2 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-recebe-convite-para-apoio-ao-workshop-catarinense-
de-ig 

タイトル INPI、サンタカタリーナ州における地理的表示ワークショップの招待を受ける 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、2 月 28 日、第 7 回サン

タカタリーナ州地理的表示ワークショップと第 6 回伝統的産品展示会の実行委員会

より、これらイベントへの支援に関する招待を受けた。本イベントは同市のバナナ

生産者協会（ASBANCO）がホストとなり、同州 Corupá 市にて 8 月 15～17 日に開催

される。国内外の機関の支援のもと、地理的表示について広報しこれを利用するこ

との潜在性について協議する機会となる。 
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