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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.17（2018年 3月分） 

2018年 4月 5日発行 

日付 2018 年 3 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-participa-de-premiacao-e-lancamento-de-livro-no-rio-
de-janeiro 

タイトル INPI、リオデジャネイロ市内にて表彰式と書籍の発売記念式典に参加 

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 28 日、リオデジャ

ネイロ市内にて行われたブラジル産業財産職員協会（ABAPI）が主催するデニス・

ボルジェス・バルボーザ教授論文コンクールの表彰式に参加した。式典の最中に

は、ABAPI による遠隔教育プラットフォームの立上げに関する発表も行われた。同

日にはさらに、書籍「産業財産法（1996 年付法令第 9,279 号）の 20 年：デニス・

ボルジェス・バルボーザ教授を讃えての研究」の発売記念式典に参加した。

日付 2018 年 3 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/inpi-participa-de-reuniao-que-discute-resultados-e-
oportunidades-da-mei 

タイトル INPI、イノベーション企業運動の成果と機会に関する協議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、3 月 2 日、サンパウロ

市内で開催されたブラジル工業連盟（CNI）主催のイノベーション企業運動（MEI）

のリーダー委員会の会合に参加した。会合には商工サービス省のマルコス・ジョル

ジェ・リマ大臣、教育省のメンドンサ・フィーリョ大臣らが出席。ブラジルのイノ

ベーションの活性化策と人材育成に関連するテーマに加え、2017 年の成果と、本

年の MEI の活動見通しについて協議された。会合では、参加した企業家らから、ブ

ラジルによるマドリッド協定への参加と、本年中の特許承認簡素化手順の導入に関

して期待の意が改めて表明された。
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日付 2018 年 3 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 サイト Época ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epoca.globo.com/politica/expresso/noticia/2018/02/governo-analisa-pedido-de-
empresario-para-patentear-expressao-japones-da-federal.html 

タイトル 政府、「連邦（警察）の日本人」の表現の商標登録出願について審査 

 

日付 2018 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-mar-06/stj-atualiza-banco-dados-repetitivos-
organizados-assunto 

タイトル 連邦上級裁判所、テーマ別反復判例整理ツールのデータバンクを更新 

 

日付 2018 年 3 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-e-anvisa-debatem-acoes-do-grupo-de-articulacao-
interinstitucional 

タイトル INPI と ANVISA が庁間連携グループの活動について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と国家衛生監督庁（ANVISA）は 3 月 7 日、リオデジャ

ネイロ市内にて、医薬品及びその製造プロセスに関する出願特許におけるそれぞれ

の機関の権限を定めた、2017 年の INPI-ANVISA 間共同省令が締結された後に創設さ

れた庁間連携グループ（GAI）の活動について協議するため会合を行なった。INPI

のルイス・ピメンテル長官は、医薬品の出願特許の審査に 13 年以上を要している

ことを指摘しつつ、一方では審査期間に影響を与える運営上の課題を解決すべく

様々な措置を講じていると説明。GAI はその課題解決手段の一つになりうるとし

た。ANVISA のジャルバス・バルボーザ長官は、当該分野の出願特許が抱えている

様々な障害の解決が社会に求められており、GAI はその状況を改善するための代替

策を提示することができるだろうと期待を込めた。この会合には、ブラジルジェネ

リック医薬品産業協会（PróGenéricos）、研究製薬産業協会（Interfarma）、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）など

業界団体や、ブラジル知的財産協会（ABPI）、ブラジル産業財産職員協会

（ABAPI）、サンパウロ州知的財産協会（ASPI）など、産業財産関連の団体代表者

も出席した。 
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日付 2018 年 3 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/projetos-de-exame-prioritario-de-patentes-sao-
prorrogados 

タイトル 特許の優先審査事業の実施期間を延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許の優先審査を行なうパイロット事業である零

細企業・個人零細事業家・小企業を対象とした”Patentes MPE”と、INPI に出願後

他国の産業財産庁にも出願された特許を対象とした”Prioridade BR”について、第

3 期の実施を発表した。このフェーズでは、申込みの際に必要な手続きが簡素化さ

れるほか、申込みが認められる特許分野も拡大される。このうち、”Patentes 

MPE”の第 3 期は 2018 年 3 月から 2019 年 2 月まで実施され、最大 100 件を対象と

する。大企業との共同特許も認められるようになる。電子申請のみで受付を行な

い、出願料は無料。一方の”Prioridade BR”は、2018 年 3 月から 2019 年 4 月まで

100 件を上限に実施される。特許の技術分野は問われず、また出願時期を問わず受

付ける。これらのパイロット事業のこれまでのフェーズで、”Patentes MPE”は

146 件、”Prioridade BR”では 153 件の申込みを受付け、その間に INPI が特許付与

の決定に要した期間は約 7 ヶ月間であった。 

 

日付 2018 年 3 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-do-lancamento-de-projeto-para-fomentar-
pi-na-america-latina 

タイトル INPI、ラテンアメリカにおける知的財産普及を目指す事業の発足式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、3 月 8, 9 日の両日、ブ

エノスアイレスにて、欧州産業財産庁（EUIPO）が主催した Global IP Key ラテンア

メリカ事業の発足式に参加した。この取組みは、ラテンアメリカ地域における知的

財産の枠組みの推進を目的としたもの。グッドプラクティスや将来的な取組みに関

しての協議も、域内各国の産業財産庁の代表と本事業に関わる担当者が参加し行わ

れた。INPI は自身のプレゼンにて、EUIPO の管轄である商標・意匠分野におけるグ

ッドプラクティスを共有し、共通区分モデルの推進や知的財産分野の判例のシステ

ム化の重要性を指摘。また予備検索サービス、各産業財産庁の内部手順の自動化、

法的な保証を確保するための判断の質、サービスの迅速化、各産業財産庁のサービ

スをユーザが評価するためのフォーマットの用意、償還時の支払方法などの面でも

改善が求められると述べた。IP Key 事業は、知的財産保護の基準策定の促進、グッ

ドプラクティスの奨励、特定地域に投資する知的財産権保有者の活動支援、市民に

よる知的財産の重要性に関する認識の拡大を目的に実施される活動である。最初に

中国で開始され、ラテンアメリカで導入フェーズにある。 
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日付 2018 年 3 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/pedidos-de-patentes-caem-e-de-marcas-sobem-em-
fevereiro 

タイトル 2 月には商標出願が増加、特許は減少 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、2018 年 2 月度の知的財産月報を公表した。同月に

は商標出願件数が 14,097 件に達し、前年同月比 13.3%増、前月比 2.4%増となっ

た。特許出願件数は 1,923 件で、前年同月比 3%、前月比 12.5%のそれぞれ減少とな

った。意匠出願は 440 件で、前年同月比 10.2%の減少であったが、前月比 19.9%の

伸長。コンピュータプログラムについては 94 件の出願があり、前年同月比

32.4%、前月比 38.6%の減少となった。技術移転契約の登録件数は 87 件で、前年同

月比 10.1%増、前月比 19.2%増となった。 

 

日付 2018 年 3 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/brasil-e-japao-estudam-ampliar-pph 

タイトル ブラジルと日本が PPH の拡大について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と日本国特許庁（JPO）は、3 月 9 日、両国間の協力協

定の進捗に関する協議を行った。それぞれジュリオ・モレイラ特許部長、山下崇審

査第四部長が各機関を代表したこの会合では、IT 分野を対象に 2019 年 3 月 31 日ま

で 200 件を上限に実施中の両国間の PPH パイロット事業の延長について話し合われ

た。さらに、現在検討中の e-Pec プラットフォームを利用した特許審査協力につい

ても協議を行った。日本からは JPO 審査第四部の中内大介氏、在リオデジャネイロ

日本国領事館の鹿児島直人領事、ジェトロサンパウロの岡本正紀知的財産部長、ル

シア松本、マルシア中島両アシスタントが参加した。 

 

日付 2018 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/noticia/mercosul-negocia-area-de-livre-comercio-com-o-
canada-diz-governo.ghtml 

タイトル メルコスル共同体がカナダと自由貿易を交渉中と政府が発表 
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日付 2018 年 3 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-esclarece-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について解説を加える 

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と発表し

た。これに関して寄せられた利用者からの質問に対して、INPI は次のように解説を

加えている。この措置は、遺伝資源管理評議会（CGEN）よりアクセス登録や許可

を得た遺伝資源（PG）、もしくは移転資源に関連する伝統的知識（CTA）へのアク

セスに基づいた出願特許について、その条件を規定する 2015 年付法令第 13,123 号

第 47 条に対応したものである。2015 年 11 月 26 日以降に電子申請システムを用い

た出願者はこの情報の入力を求められるが、それ以前に出願された特許について

は、大半の場合においてこの情報が記されていない。この情報提供を促すために、

INPI は出願手続きに 6.6.1 項による自動要求手順を導入した。これに伴い、出願者

がブラジルの PG もしくは CTA にアクセスしていた場合には、CGEN から取得した

登録もしくは許可番号を 60 日以内に提出することが必要となった。その際には、

遺伝資源アクセス実施宣誓書に相当する連邦政府納付票（GRU）のサービスコード

264 を用いる必要がある。仮に利用者がアクセス登録もしくは許可を未だ有してい

なかった場合には、60 日以内にこの実施宣誓書を提出する必要があるが、同手続

きが行われていない旨の経緯説明文書を添付した上で、登録番号と日付の欄を空欄

としておかなければならない。この場合、登録番号が通知されるまでは技術審査は

中断される。一方で遺伝資源へのアクセスを行っていない場合は、サービスコード

273 の遺伝資源アクセス不実施宣誓書の提出はあくまで任意であり、提出しない場

合でもそのアクセスが行われなかったものと解釈され、出願特許の審査は継続され

る。 

 

日付 2018 年 3 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/comissao-mista-de-desburocratizacao-recomenda-agilizar-
exames-no-INPI 

タイトル 行政手続き簡素化上下院混合委員会が INPI の審査迅速化を勧告 

要約 国会の行政手続き簡素化上下院混合委員会は、その最終報告書にて、ブラジルのビ

ジネス環境の改善のためには特許審査時間の短縮が必要な措置の一つであることを

指摘し、ブラジル産業財産庁（INPI）に対して最低 150 名の審査官の増員と、現在

大統領府で検討中の特許承認簡素化手続きの導入を早期実現するよう勧告した。ま

た、INPI が提供するサービスから得られた収入を INPI に投資する際の財源とするこ

とを規定した、現在審議中の 2017 年付上院法案第 62 号の審議を早期に終えること

も勧告している。また商標についても、商標の国際登録に関するマドリッド協定の

批准を勧告するために国会から行政府に対して送付されていた 2017 年付書簡第

201 号についても、報告書で触れられている。INPI は、本年内のマドリッド協定の

批准に向けて準備を進めており、これにより登録に要する期間を現在の 25 ヶ月か

ら、協定が定める 18 ヶ月に短縮することを見込んでいる。 
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日付 2018 年 3 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/delegacao-da-suica-visita-o-inpi-para-troca-de-
experiencias 

タイトル スイス代表団が経験交流のために INPI 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、3 月 12 日、スイス産業

財産庁（IPI）のフェリックス・アドール副代表らの訪問を受けた。会合では、IPI

の機能に関して INPI 幹部らに説明が行われ、特にその財政・運営上の独立性は注目

に値するものであった。また、国際レベルでの産業財産の課題に関するスイスの優

先トピックについてもどのようにコーディネイトされているのか説明が行われた。

INPI からは、2018 年の活動計画、またバックログ解消に焦点を当てた 2018～2021

年の戦略計画の構築について紹介した。スイス代表団は 3 月 13 日まで INPI 内各局

との会合を行う予定となっている。 

 

日付 2018 年 3 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-proposta-de-procedimento-simplificado-de-
deferimento-de-patentes 

タイトル INPI、特許承認の簡素化手続き導入提案を協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 3 月 12 日、リオデジャネ

イロ市内にて、特許承認の簡素化手続き提案の状況に関する講演会を行なった。こ

のイベントは、ブラジル産業財産協会（ABPI）が主催したもの。本件については昨

年パブリックコメントの募集が行われ、現在は大統領府にて審議中となっている。

医薬品を除く審査待ちの特許を自動的に承認するが、同時に出願者が審査を要請し

たり、第三者が審査要求の意見書を提出することが認められるのがその提案内容と

なっている。同長官は、22 万 5 千件に達しているバックログを 2017 年に 7.6%解消

できたが、仮にそのペースを毎年確保できても完全な解消には 14 年かかるとの見

通しを挙げ、現状を維持した場合の制約として、INPI の予算が充分でないこと、審

査官の数がバックログ解消には不足していること、増員の可能性が不透明であるこ

との 3 つを挙げた。また簡素化手続きの導入に伴う訴訟の増加懸念については、そ

の行為自体が憲法で保証されたものであることに触れ、そしてこの措置が導入され

たとしても、現在の多くの場合で商標に関する係争となっているその訴訟件数を大

きく増加させることはないだろうとの見解を示した。さらに、不適切に付与された

特許に関しては、法的手段に頼る前に INPI の上訴審で判断され取消される仕組みで

あるとも説明された。 
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日付 2018 年 3 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/evento-apresenta-panorama-do-sistema-de-inovacao-e-
propriedade-intelectual-da-suica 

タイトル スイスのイノベーション・知的財産システムの展望を紹介 

要約 スイス産業財産庁（IPI）代表団による初のブラジル訪問の最中である 3 月 12 日、

リオデジャネイロ市内にて、両国の知的財産に関して協議するイベントが開催され

た。スイス政府教育・研究・イノベーション局が知識・アイデア交流の促進を目的

として取り組んでいる Swissnex Brazil 活動の一環で実施された。出席したブラジル

産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、研究から市場への製品投入に至

るイノベーションの全過程における知的財産権の重要性を強調し、INPI では情報提

供、技術検索のチュートリアル、講習などの実施を通じて企業による知的財産の保

護を支援していると紹介した。一方の IPI は、スイスのイノベーションシステムの

展望を紹介した。高度技術教育に注力し、さらに中央政府に過度に集中しない奨励

モデルを採用しており、世界中の研究者に魅力的な条件が整っているという。手続

きや官民協力における規則の簡素化の重要性も指摘された。 

 

日付 2018 年 3 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 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-mar-12/copiar-desenho-industrial-concorrente-causa-
dano-moral-tj-rs 

タイトル リオグランジドスル司法裁判所、競合社の意匠の複製は精神的損害を引き起こすと

判断 

 

日付 2018 年 3 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-participou-da-reuniao-ministerial-sobre-eixo-
economico 

タイトル INPI、経済政策軸に関する省庁間会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 3 月 13 日、ブラジリアに

て開催された連邦政府の経済政策軸に関する省庁間会議に参加した。会合では、成

長と雇用の回復、財政の健全化、ビジネス環境の改善、通商拡大、国際市場へのブ

ラジルの戦略的参画など、経済分野における連邦政府の優先項目について協議され

た。INPI はこのうちビジネス環境の改善の面で知的財産システムの再構築に取り組

んできており、その取組みには、INPI 職員のキャリアプラン見直し提案、2019 年度

採用のための特許審査官 167 名の選抜、2020 年度採用のための商標審査官 43 名の

選抜、商工サービス省（MDIC）・ブラジル産業開発庁（ABDI）の技術協力協定に基

づく INPI 内業務手順の再構築、特許審査フローの近代化及びバックログの解消策の

導入、商標に関するマドリッド協定へのブラジルの批准における国会対策などが含

まれている。 
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日付 2018 年 3 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-participa-de-reuniao-sobre-igs-e-marcas-coletivas-
com-paises-lusofonos 

タイトル INPI、ポルトガル語諸国圏商標・地理的表示システムに関する会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 12・13 日の両日、ブラジリアにて、ポルトガル

語諸国コミュニティー（CPLP）の通商大臣会議に参加した。この会合では、CPLP 圏

内での地理的表示に関する対話に関連した取組みへの支援について協議され、最終

宣言には本年 8 月にブラジルで開催される予定の第 3 回地理的表示・団体商標国際

セミナーへのメンバー国の参加呼びかけも盛り込まれた。商工サービス省

（MDIC）のマルコス・ジョルジェ・デ・リマ大臣は、ポルトガル語諸国コミュニ

ティーの経済・産業・社会開発のみならずイノベーションと事業家精神の向上に適

切な環境を提供する重要な会合であると意義を強調した。CPLP は 1996 年に設立さ

れ、アンゴラ、ブラジル、カーボベルデ、ギニアビサウ、赤道ギニア、モザンビー

ク、ポルトガル、サントメ・プリンシペ、東ティモールが参加。ブラジルは 2016

年 11 月より代表を務めている。 

 

日付 2018 年 3 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-participa-de-reuniao-sobre-cooperacao-com-a-suica 

タイトル INPI、スイスとの協力に関する会合に参加 

要約 スイス産業財産庁（IPI）の代表団は、ブラジル産業財産庁（INPI）訪問期間中であ

った 3 月 14 日、ブラジリアにて、知的財産分野での経験交流などの協力について

ブラジル外務省と協議を行なった。また、4 月に新ラウンドを控えるメルコスル・

EFTA（スイス、ノルウェー、リヒテンシュタイン、アイスランド諸国経済圏）との

交渉の進展についても話し合われた。スイス訪問団は同日午後には、商工サービス

省（MDIC）、環境省（MMA）、財務省（MF）、保健省（MS）、科学技術イノベー

ション通信省（MCTIC）、国税庁など、知的財産政策の導入に関連する他の連邦政

府機関との会合にも参加した。さらに、翌 15 日にはブラジルにおける地理的表示

の特定・開発の仕組みを視察するために零細小企業支援サービス機関（Sebrae）本

部を見学した。 

 

日付 2018 年 3 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 Estadão ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,cade-arquiva-processo-contra-fiat-ford-e-
volkswagen-por-conduta-anticompetitiva,70002227391 

タイトル Cade、Fiat・Ford・Volkswagen 社による反競争行為に対する訴訟案件を保管処分に 
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日付 2018 年 3 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/ibepi-inicia-processo-de-contratacao-de-empresa-para-
comunicacao-digital 

タイトル IBEPI、デジタルコミュニケーションのため契約企業の選定を開始 

要約 イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）は 3 月 15 日、同事業におけるデジタ

ルコミュニケーションを管理する企業の選定に関する調達仕様書と選抜基準を公表

し、公募を開始した。この契約には、イベロアメリカ生産部門のための産業財産に

関するプラットフォームサービス事業（CIBEPYME）も含まれている。3 月 31 日ま

でに申込みを受付けている。IBEPI は、イベロアメリカ諸国における開発促進ツー

ルとして産業財産の利用を奨励する事業であり、CIBEPYME は中小企業向けの産業

財産に関するデジタルプラットフォームとして創設されたもの。このプログラム

は、イベロアメリカ総局（SEGIB）と世界知的所有権機関（WIPO）の支援を受けて

いる。 

 

日付 2018 年 3 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/consultoria-juridica-do-mdic-tem-encontro-tecnico-no-
inpi 

タイトル INPI にて、MDIC の法務コンサルタントとのテクニカル会合が行われる 

要約 3 月 14, 15 日の両日、ブラジル産業財産庁（INPI）にて、商工サービス省（MDIC）

法務コンサルタント（CONJUR）と INPI の連邦特別検察部（PFE-INPI）間でテクニカ

ル会合が行われた。この会合は、INPI の存在目的となる活動、特許・商標のバック

ログ解消など実施中の戦略活動、将来的なマドリッド協定へのブラジルの批准に対

応した INPI の準備状況を紹介するために実施された。 

 

日付 2018 年 3 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-discute-temas-de-propriedade-industrial-com-a-firjan 

タイトル INPI、リオ州工業連盟と産業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、3 月 15 日、リオデジャ

ネイロ州工業連盟（Firjan）のエドワルド・ヴィエイラ会長と会談した。同長官

は、昨年の INPI の活動データを紹介し、生産性の向上などの成果は得られつつもバ

ックログの解消には依然大きな課題であることを説明。特許の承認簡素化手続きの

導入に関しては、Firjan 会長も支持を表明した。同庁の財政上の独立性確保、職員

のキャリアプラン見直し、商標に関するマドリッド条約へのブラジルの批准に関し

ても話し合われた。 
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日付 2018 年 3 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 Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/brasil/pirataria-causou-145-bilhoes-de-prejuizos-a-economia-
em-2017/ 

タイトル 2017 年、模倣品により引き起こされた経済的損害は 1450 億レアル 

 

日付 2018 年 3 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/atendimento-ao-cidadao-e-reforcado-com-atividades-da-
ouvidoria 

タイトル INPI、市民への対応はオンブズマン活動によって強化される 

約 3 月 16 日は、全国傾聴者の日として定められている。この日は公的機関内で市民

に向き合い市民からの告発・賞賛・クレーム・提案を受付ける傾聴者らに目を向

け、その役割を強化する機会の一つでもある。オンブズマン部門に寄せられた声

は、公正な課題解決を保証し公的機関の運営を改善するための情報として扱われ

る。ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、市民への情報提供

を確保するため、政府情報へのアクセスを容易とする新たなデジタル技術の導入を

図っているブラジル政府の方針に合わせて、同庁においても利用者との直接的なコ

ミュニケーションを行ない運営の透明性を確保するメカニズムの導入を図っている

と説明する。INPI のオンブズマン部門は、電子システムを通じて INPI 利用者に加え

て自機関の職員のニーズを受け止めている。本年 1 月には、連邦政府の取組みの一

環で、行政手続きの簡素化要請を市民が送信できる「Simplifique !」モジュールを導

入。送信された提案内容は、INPI 内の行政手続き簡素化委員会が検討し、30～60 日

以内に報告書を作成することが義務付けられている。この他、情報アクセス法によ

り創設された公的情報を開示するための「市民情報サービス（SIC）」、INPI が提供

する全てのサービスをリスト化した「利用者向けサービスメニュー」、海外からの

投資可能性を検討する際のオリエンテーションを提供する「知的財産分野の外国人

投資家リーフレット」も用意されている。さらにオンブズマン部門を補足するサー

ビスとして、INPI のサービスに関するテクニカルな情報提供を行ない、利用者を支

援するための問合せ用電子システム Fale Conosco も設置されている。 

 

日付 2018 年 3 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-nesta-semana-de-congresso-sobre-pi-no-
ambiente-virtual 

タイトル INPI、仮想環境下での知的財産に関する会議に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、3 月 19 日～21 日の間、サンパウロ市内で開催され

る会議「知的財産と仮想環境：新時代に照準を当てて」に参加する。本イベントは

サンパウロ州知的財産協会（ASPI）が主催するもの。19 日には、INPI のマウロ・マ

イア執行部長が開会式に参加するほか、20 日には、INPI に出願を行なっていなかっ
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た商標についてその利用者が優先的に登録する権利を執行するための優先権に関す

る協議に、アンドレー・バロウシエル商標・意匠・地理的表示部長が参加する。21

日には、商標部のエライネ・サライヴァ審査官が商標の枯渇について、またジュリ

オ・モレイラ特許・回路利用権部長が発明活動や創造的動機づけのテストに関する

パネルディスカッションに参加する。 

 

日付 2018 年 3 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/comite-de-governanca-estrategica-do-mdic-aprova-40-
novas-medidas-de-desburocratizacao 

タイトル 商工サービス省、行政手続き簡素化に関する 40 の施策を承認 

要約 商工サービス省（MDIC）は、行政手続きを簡素化施策の導入を促進するための戦

略的統治委員会（CGE）の第 6 回会合を、3 月 19 日、ブラジリア市内にて開催。ブ

ラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官がこれに参加した。会合で

は、2018 年の新たな MDIC 行政手続き簡素化計画に含められる 40 の施策が承認さ

れた。これらの施策は主に、規則や手順の簡素化、プロセスやサービスの情報化、

利用者向けのワンストップ窓口の設置に関するものであった。マルコス・ジョルジ

ェ大臣は、新たな行政簡素化計画が承認されたことで、提供されるサービスのさら

なる効率性、迅速性、品質向上を実現するために努めていくと話した。加えて、

2016～2019 年の戦略計画活動、創設間もないガバナンス副委員会の活動計画、同

省におけるリスク管理と政策モニタリング・評価計画の導入に関してもそれぞれ進

捗状況が確認された。行政手続き簡素化施策について同省は、公聴会を通じて省内

外の手続きの簡素化の提案を行なっていく行政手続き簡素化ワーキンググループ

（GTSA）を 2016 年に設置。以来、最初の簡素化計画を作成し、2017 年から実際の

業務への導入を行っている。この計画に含まれる施策の中で実現している取組みの

中には、INPI における知的財産法規の改善も含まれている。 

 

日付 2018 年 3 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-de-workshop-sobre-protocolo-de-madri-no-
uspto 

タイトル INPI、USPTO におけるマドリッド協定に関するワークショップに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、3 月 20 日～23 日にかけ、米国特許商標庁

（USPTO）で開催されるマドリッド協定に関するワークショップに参加する。ブラ

ジルがマドリッド協定に批准した際に、庁内の業務手順の最適化を担当することと

なるプロジェクトチームのメンバーがこれに出席する。USPTO の知的財産アカデミ

ーが実施するこのプログラムでは、米国がマドリッド協定に参加した際にその運営

のため同国が導入した法令の骨格、その際に見出された課題、手順・手続きに関す

る検討調査の内容、その結果確立された手順等について紹介される。参加者の 1 人

であるアンドレー・マスケ商標審査官は、他国の産業財産庁との経験交流は、同協

定で定められた規則に各国がどのように適合していったかを知る上で非常に重要な

ものとなっているとコメントした。 
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日付 2018 年 3 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-de-discussoes-sobre-propriedade-industrial-
na-argentina 

タイトル INPI、アルゼンチンと知的財産分野の協力に関し協議 

要約 3 月 20, 21 日の両日にわたり、ブエノスアイレスにてブラジル・アルゼンチン生産

通商委員会の第 6 回会合が開催され、ブラジル産業財産庁（INPI）も参加した。会

合では、ブラジルの将来的な参加も視野に入れたアルゼンチンにおける中小企業向

けの商標の早期審査プログラムの検討実施が決定され、加えて同様の目的を伴った

意匠の品質向上プログラムについても検討が行われることとなった。さらに、アル

ゼンチンの審査官に対する特許協力区分（CPC）に関する訓練を INPI が行なうこと

も決定された。INPI 代表団は、アルゼンチン産業財産庁の国際部門との会合にも参

加し、これまでの協力における成果と今後の活動について確認を行った。2017 年

11 月 13 日、14 日には、ブラジリアで行われた両国間会合で、両国の知的財産部門

の協力関係を公式化する覚書を締結していたところであった。 

 

日付 2018 年 3 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-e-ukipo-lancam-kit-com-padroes-de-contratos-para-
transferencia-de-tecnologia 

タイトル INPI、UKIPO と共同で技術契約書のモデルキットを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、3 月 20 日、英国知的財産庁（UKIPO）と共同でブ

ラジルにおける技術移転契約書のモデルを含むキットを発表した。発表はミナスジ

ェライス連邦大学（UFMG）でのワークショップの最中に行われた。Lambert Toolkit

と呼ばれるこのキットは、大学と企業の間での技術開発・技術移転契約の締結を容

易にするために英国政府が開発したもの。時間、資金、労力を節約するために合意

例とグッドプラクティス例を提供することを目的としている。INPI と UKIPO の協力

協定に基づき作成されたこのキットは、翻訳されかつブラジル法令に則したものと

なっている。 

 

日付 2018 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-mar-20/registro-nome-comum-protege-empresario-
nicho-tj-rs 

タイトル 商標登録された一般的名称は当該業種でのみ保護されるとリオグランジドスル司法

裁判所が判断 
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日付 2018 年 3 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/seminariosfolha/2018/03/tolerancia-com-pirataria-e-
carga-tributaria-incentivam-contrabando-diz-senadora.shtml 

タイトル 上院議員、模倣品に対する許容性と高課税が密売の拡大につながっていると述べる 

 

日付 2018 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/honda-registra-patente-do-scooter-beat-e-da-
cross-cub-no-brasil.ghtml 

タイトル ホンダ、ブラジル国内でスクーターBeat と Cross Cub の意匠を登録 

 

日付 2018 年 3 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-e-abapi-discutem-capacitacao-para-o-protocolo-de-
madri 

タイトル INPI、ABAPI とマドリッド協定に関する人材育成について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、3 月 21 日、ブラジル産

業財産職員協会（ABAPI）のリカルド・ピーニョ会長と会談した。会合では、マド

リッド協定に関し協議され、ABAPI 側からこの分野の職員のための人材育成モジュ

ールの創設の要請があった。INPI 長官はこれに同意を示し、マドリッド協定に関連

する手順についてのオリエンテーションの重要性を確認した。 

 

日付 2018 年 3 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/brasil-e-argentina-discutem-ampliacao-da-integracao-
produtiva-e-comercial 

タイトル ブラジルとアルゼンチン、生産・通商上の統合拡大に関して協議 

要約 ブラジル商工サービス省（MDIC）とアルゼンチン生産省は、3 月 21 日、両国間の

生産・通商委員会の第 6 回会合を終了した。2 日間に渡ったテクニカル・ラウンド

では、7 つのテーマ別グループに分かれて両国政府の担当者が通商活動の容易化、

規則協力、通商防衛、輸出・投資、知的財産、サービス、中小企業、企業家精神、

イノベーションについて協議された。 2017 年以来、両国は米州開発銀行

（BIDDING）による技術協力を受け、通商活動の容易化に向けての作業を進めてい

る。 
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日付 2018 年 3 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/aula-magna-da-academia-do-inpi-acontece-no-dia-26-de-
marco 

タイトル INPI アカデミーの基調授業が 3 月 26 日に実施される 

要約 2018 年の学術活動の開始にあたり、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 3 月 26 日 14 時から、エリゼル・バヘイロ教授によ

る修士・博士課程の基調授業を開催する。「国立生薬・医薬品科学技術財団（INCT-

INOFAR）の見る生薬開発におけるイノベーション過程」をテーマに、新たな生薬の

開発や発明・イノベーションの複雑な過程に関連するトピックや、INCT-INOFAR が

当該分野の学術研究ネットワークとして果たす使命について講演される。 

 

日付 2018 年 3 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-participa-da-i-rodada-de-negociacao-do-alc-mercosul-
canada 

タイトル INPI、メルコスル-カナダ間の自由貿易協定の第 1 次ラウンドに参加 

要約 3 月 19～23 日にかけ、カナダのオタワ市にて、メルコスル-カナダ間の自由貿易協

定に関する第 1 回交渉ラウンドが開催された。23 日には、知的財産グループが知

的財産条項に関する交渉を開始するために会合に臨み、参加各国の知的財産システ

ムの仕組みを理解するために情報共有が行われた。ブラジル代表団からは、外務省

のダニエル・ピント知的財産課長及びブラジル産業財産庁（INPI）のイロアナ・ロ

ッシャ国際関係課長が参加した。次回交渉ラウンドは 6 月にブラジリアで行われる

予定となっている。 

 

日付 2018 年 3 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-participa-de-evento-sobre-cooperacao-em-pi-com-os-
brics 

タイトル INPI、BRICS 諸国の知的財産協力に関する会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官を代表とする訪問団は、3

月 25～28 日にかけ、中国・成都市で開催された第 10 回 BRICS 諸国知的財産庁代表

者会合に参加した。会合では、南アフリカ・ブラジル・中国・インド・ロシアの代

表者らが、知的財産分野における参加国間の協力活動の進展状況とその今後につい

て協議を行なった。BRICS 諸国間の協力では、各国が特定の活動を推進することと

なっており、例えば INPI は伝統的知識の区分の創設、出願特許の再区分を参加国が

相互に利用可能とするメカニズムの構築を担当している。本会合でもこれら INPI の

活動は注目を浴び、参加国の支持を得た。3 月 25 日には、中国国家知識産権局

（SIPO）との 2 国間会合も行われ、両国における 2017 年の活動成果、知的財産利

用の世界的拡大、SIPO を取り巻く中国の知的財産機関の統一に関する提案の承認、
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開始から 2 ヶ月足らずで出願が約 130 件に達した PPH の成果などについて協議が行

われた。さらに、古い特許の再区分における協力やブラジルの e-PEC システムと

SIPO の Cloud Patent Examination System（CPES）の統合、特許審査官のトレーニング

活動など可能性についても協議が行われた。 

 

日付 2018 年 3 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/com-foco-nas-regionais-inpi-visita-unidade-do-sipo-em-
chengdu 

タイトル INPI、地域支部運営体制の視察のため成都市の SIPO 支局を訪問 

要約 3 月 25～28 日にかけ、中国・成都市で開催されている第 10 回 BRICS 諸国知的財産

庁代表者会合に参加したブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官を

代表とする訪問団は、四川省にある中国国家知識産権局（SIPO）の特許審査部門の

視察を行なった。この施設は、7 つある SIPO の地域支局のうちの 1 つ。特許審査部

門への転換や増員を進めている INPI の地域支部の再編上、参考となるような組織・

運営上のグッドプラクティスの情報収集のため、中国における地域支局運営の経験

から学ぶことを目的とし実施された。2013 年に創設され、省と市の支援も受ける

四川支局は、約 1,000 人の職員を有する。機械・電力・通信・医薬品・バイオ技

術・化学・素材・光学・電気電子分野の特許を審査し、2018 年の審査能力は 9 万

件以上とされ、将来的には 11 万件を目標とする。この支局はさらに、中国国内の

10 の省における主要産業部門の支援を行っており、イノベーション関連の 200 を

超える団体に対する IT を用いた支援活動や、約 6,000 人を対象とした 100 以上の人

材育成活動が展開されている。 

 

日付 2018 年 3 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/lancamento-de-site-marca-terceiro-dia-do-evento-dos-
brics-na-china 

タイトル 中国における BRICS 会合の 3 日目は Web サイトの発表が目玉に 

要約 3 月 25～28 日にかけて中国・成都市で開催されている第 10 回 BRICS 諸国産業財産

庁代表者会合の 3 日目は、参加諸国の産業財産庁を紹介し、協力フォーラムで展開

されるプロジェクトの広報や IP BRICS の会合に関する情報を掲載するための、新た

な Web サイト（http://www.ipbrics.org/）の発表が大きなトピックとなった。この会

合に参加しているブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官はまた、

同日にインド代表団との 2 国間会合に臨んだ。両国における特許バックログの削減

へ向けての取り組みに関し情報交換を行ない、インド側からは審査官あたりの目標

設定に基づく年間を通じた生産性の向上を対策の 1 つとして導入している旨が紹介

された。さらに、自動化システムによる 6 ヶ月以内の決定を実現し、商標バックロ

グを解消したことも紹介され、マドリッド協定が順調に導入されていることも取り

上げられた。2 国間の協力に関しては、産業・通商・サービス分野での次回の両国

大臣級会合にて、知的財産に関する覚書の署名が見込まれている。やはり同日に世

界知的所有権機関（WIPO）のワン・バイニング事務局次長が参加した知的財産セ
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ミナーで、ルイス・ピメンテル長官は 2017 年に INPI のパフォーマンスが改善され

たことについて紹介。さらにバックログ撲滅、サービスのデジタル化、手順の簡素

化に注力すると説明した。ブラジルを代表する民間企業からは、Vale 社の技術イノ

ベーション分野のクラウジア・ダ・シルバ・オリベイラ氏が発表に臨み、同社が

2017 年度には研究開発に 3 億 2 千万レアルを投資し、過去 10 年間にブラジル国内

外で 1,501 件の特許を取得したことなどを語った。 

 

日付 2018 年 3 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2018/03/ancine-barra-criacao-
de-coordenacao-de-combate-a-pirataria.shtml?loggedpaywall 

タイトル 国家映画庁、海賊版撲滅コーディネイト部の創設を拒否 

 

日付 2018 年 3 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-reuniao-do-comite-economico-reino-
unido-brasil 

タイトル INPI、英国・ブラジル経済委員会の会合に参加 

要約 3 月 27～29 日、ロンドンにて第 10 回英国・ブラジル経済通商委員会（JETCO）が

開催された。ブラジル産業財産庁（INPI）は商工サービス省（MDIC）訪問団の一員

として、3 月 27 日に行われた技術・イノベーショングループの協議に参加した。

JETCO は、ブラジルと英国のビジネス環境の改善と通商の拡大を目的として活動し

ており、知的財産、イノベーション、通商・投資の容易化をテーマとしたワーキン

ググループで取組みを行なっている。両国は、政府や企業関係者からなる委員会の

会合を毎年交互に場所を変え開催している。 

 

日付 2018 年 3 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-reuniao-do-comite-de-pi-da-anpei 

タイトル INPI、全国革新的企業研究開発協会の知的財産委員会会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、3 月 27 日、リオデジャネイロ市内で開催された全

国革新的企業研究開発協会（ANPEI）の 2018 年第 2 回会合に参加した。INPI を代表

して参加したイレーネ・ヴァン・デル・ウェイジ審査官は、PPH や特許の優先審査

事業を紹介した。INPI の地域支部活動計画についても取り上げられた。ラファエ

ラ・ゲランテ代替イノベーション普及総合コーディネイターは、計画内容につい

て、特に特許審査の生産性向上を目的として地域支部を審査拠点とすることが定め

られ、地域や州それぞれの技術適性に応じた普及活動が実施されることになると説

明した。加えて、マドリッド協定、審査業務の委託に関する日本の経験についても

協議が行われた。 
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日付 2018 年 3 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-forum-sobre-pi-durante-missao-na-china 

タイトル INPI、中国訪問中に知的財産に関するフォーラムに参加 

要約 BRICS 諸国知的財産庁代表者会合の最終日となった 3 月 28 日、ブラジル産業財産庁

（INPI）のルイス・ピメンテル長官は成都市にて開催された BRICS IP フォーラムに

参加した。このフォーラムは、BRICS 諸国の知的財産に関連する最新のテーマに関

して協議するため、企業関係者や専門家らにより創設されたもの。イベントでは、

PPH、中国における商標・特許権の保護、ブラジル・インド・ロシアにおける特許

審査の迅速化の取組み、BRICS 諸国間における地理的表示の認知と保護、インド及

びグループ各国において広く認知されている商標の保護、南アフリカ共和国におけ

る特許・商標の申請と保護、コンピューターに関連する発明の保護などがテーマと

して取り扱われた。 

 

日付 2018 年 3 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/brasil-e-reino-unido-assinam-acordo-para-acelerar-
exame-de-patentes 

タイトル ブラジルと英国、特許審査の迅速化へ向けた協定を締結 

要約 ロンドンで行われていた第 10 回英国・ブラジル経済通商委員会（JETCO）の会期

中、ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長と、英国知的財産庁

（UKIPO）のチム・モス長官は、出願特許の審査迅速化に関する協定を締結した。

この協定には、INPI・UKIPO 間の PPH パイロット事業を通じた協力活動が盛り込ま

れており、平均して約 10 年間であった審査期間を 9 ヶ月まで削減することとな

る。この PPH パイロット事業は、2018 年第 3 四半期から開始される予定で、1 年間

で 100 件までの出願を受付ける。対象となる技術分野は、今後の両機関の協議で決

定される。ブラジルはすでに、米国、日本、中国、欧州特許庁、Prosur に参加する

ラテンアメリカ諸国との PPH 事業を実施している。この委員会会合では、ブラジル

のマルコス・ジョルジェ 商工サービス相とリアン・フォックス英国国際通商局長

が、2 国間通商に関する覚書を締結。ここには、INPI の再編と、2017 年 5 月に正式

立候補したブラジルの OECD 加盟を実現するためのコンプライアンス法規の導入に

対する支援が含まれた。 

 

日付 2018 年 3 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 Abril ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/eua-querem-revisao-em-etanol-para-negociar-taxa-de-
aco-com-brasil/ 

タイトル 米国、ブラジルとの鉄鋼関税の交渉のためエタノール貿易の見直しを求める 
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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。 

 


