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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.18（2018年 4月分） 

2018年 5月 7日発行 

日付 2018 年 4 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-realiza-missao-a-china-para-intercambio-em-
pesquisas-sobre-sistema-de-inovacao 

タイトル INPI、イノベーションシステムの研究における交流を目的とした中国ミッションを

実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のアラケン・リマ サンタカタリーナ州地域支部長は、

3 月 26 日～4 月 5 日にかけ、ブラジルと中国のイノベーション環境の比較研究に焦

点を当てた視察を行なうため、ブラジル研究者からなる中国のイノベーションシス

テム視察ミッションに参加する。このミッションは、INPI の知的財産・イノベーシ

ョン・開発アカデミーと北京航空航天大学経済管理学部の間での協力活動の一部を

成しており、チェン・シャンドン教授による招待で実現したもの。研究者らは、知

的財産、事業家精神、イノベーション、ハビタット・イノベーションの管理モデル

といったテーマに基づき、中国の全国的なイノベーションシステムに関係する機関

を視察する。 

 

日付 2018 年 4 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/pesquisadores-do-inpi-visitam-unidade-da-braskem 

タイトル INPI 審査官らによる Braskem 社施設の訪問を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の審査官 15 名が 3 月 28 日、リオデジャネイロ州ドゥ

ケ・デ・カシアス市の Braskem 社の施設を訪問。権利保護されている製品や製造プ

ロセスが実際にどのように利用されているかについて特許審査官が理解を深めるた

め、ポリマー分野で特許化された製品とその製造施設を見学した。研究室と製造部

門への訪問に加え、同社のイノベーション戦略に関する情報にも接した。 
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日付 2018 年 4 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-evento-da-abapisul 

タイトル INPI、ブラジル知的財産職員協会南部地域支部の会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長は、3 月 23～25 日の間、リ

オグランジドスル州ベントゴンサウヴェス市で行われたブラジル産業財産職員協会

（ABAPI）主催の第 13 回ブラジル産業財産職員協会南部地域会合に参加した。開会

の席で、同部長は 2017 年の INPI の活動成果と 2018 年の見通しについて紹介し

た。イベントでは、INPI の e-Software システム、3D プリンターに関連した権利保

護、サーバーネット環境における著作権保護へ向けた課題、商標の寄生的利用など

について協議された。 

 

日付 2018 年 4 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-e-cgee-estudam-parceria 

タイトル INPI、戦略的研究管理センターとのパートナーシップを検討 

要約 戦略的研究管理センター（CGEE）のマルシオ・ミランダ所長が 4 月 2 日、同センタ

ーが推進する、大量の文書を処理し科学技術・イノベーションに関連した決定判断

に資するデータの生成を可能とするプラットフォームの開発活動について紹介する

ため、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

は、CGEE のシステムでの特許情報の利用を提案し、両機関で INPI の特許検索・審

査活動を迅速化するための共同事業の実施可能性について検討を進めることとなっ

た。CGEE は、全国科学技術・イノベーションシステムの専門家や機関の連携に基

づいた戦略評価や技術探査に関する研究を実施する民間組織で、現在、科学論文、

科学技術・イノベーション分野の人材データ、報道資料、米国特許商標庁のデータ

バンクの特許情報など 800 万を越える文書をデータバンクに保有している。 

 

日付 2018 年 4 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-recebe-ifrj-para-discutir-parcerias 

タイトル INPI、リオデジャネイロ教育科学技術連邦財団とパートナーシップについて協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 4 月 3 日、リオデジャネ

イロ教育科学技術連邦財団（IFRJ）の訪問を受けた。会合では、産業財産分野にお

ける両機関の間での職業・技術教育活動や将来的なバートナーシップについて協議

された。 
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日付 2018 年 4 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 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-prende-nove-pessoas-acusadas-de-
contrabandear-quase-uma-tonelada-de-mercadorias-22551856 

タイトル 文民警察、約 1 トンに及ぶ密輸品の販売で告発されていた 9 人の身柄を拘束 

 

日付 2018 年 4 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/alunos-da-faetec-ganham-premio-e-apresentam-projeto-
no-inpi 

タイトル 受賞した技術学校支援財団の生徒らが INPI にてプロジェクトを紹介 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 4 月 6 日、リオデジャネ

イロ州ノヴァ・イグアスー市議会が主催した 2018 年事業家青年賞の第 1 回コンテ

ストで優勝した技術学校支援財団（Faetec）の経営テクニカルコースの生徒らの訪

問を受けた。生徒らは、州立技術学校の中等課程を終了するための要件であるビジ

ネスプランを伴った形で開発された太陽光発電式パラソルを紹介した。 

 

日付 2018 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-abr-07/paulo-vasconcellos-registro-marca-situacoes-
fato-direito 

タイトル 商標登録システムと現実及び法的に置かれた状況 

 

日付 2018 年 4 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-abr-08/maristela-basso-propriedade-intelectual-
industria-moda 

タイトル アパレル産業におけるイノベーションと知的財産 

 

日付 2018 年 4 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 http://g1.globo.com/economia/pme/pequenas-empresas-grandes-
negocios/noticia/2018/04/brasil-e-o-campeao-do-atraso-na-concessao-de-patentes.html 

タイトル ブラジルは特許承認の遅滞のチャンピオンである 
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日付 2018 年 4 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/inscricoes-abertas-para-a-2a-edicao-de-2018-do-curso-
geral-de-pi-a-distancia 

タイトル 2018 年度の第 2 期となる知的財産総合遠隔講習の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と共同で実施する、知

的財産総合遠隔講習（DL 101P BR）の 2018 年度第 2 期の申込受付が開始された。申

込締切りは 4 月 26 日まで、もしくは定員に達するまで。受講は無料。75 時間の全

講習の修了後には、ブラジルの法令に則した知的財産関連の様々なテーマに関する

総合的な理解を得ることができる。著作権、特許、商標、地理的表示、意匠、種

苗、新種種苗の保護、不正競争、IT、技術契約、国際条約などがテーマに含まれて

いる。 

 

日付 2018 年 4 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/institutos-do-brasil-e-do-peru-assinam-memorando-de-
entendimento 

タイトル ブラジルとペルーの産業財産庁が覚書を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官と、ペルーの競争保護・知

的財産保護庁（INDECOPI）のイヴォ・ガグリウフィ長官は、4 月 9 日、産業財産分

野での両国間の協力関係の強化を目的とした覚書を締結した。覚書では、人材育成

や組織運営・情報保全に関わる経験交流に加え、特許・共同商標・地理的表示分野

で知的財産の保護を奨励する共同事業の実施を見込んでいる。このうち地理的表示

については、ブラジルのそれに類似した保護の仕組みをペルー国内で法制化するこ

とを検討していることによる。ペルーでは、製品に対する原産地名称を権利として

付与しているが、ある有名な産品を生産する地域に対する名称の認定はされていな

かった。ペルー政府は、国内の約 300 地域が地理的表示の対象となる可能性がある

ことをすでにマッピングしているという。両長官による覚書締結後、INDECOPI 長官

は INPI 職員に対して、知的財産のみならず競争保護・消費者保護も担務する同庁の

活動を紹介。特許については 2017 年には 638 件を承認し 2016 年比 32%増となった

こと、また出願件数では全体の 24%に相当する 355 件が国内出願だったことが説明

された。 

 

日付 2018 年 4 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 Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/policia-apreende-cerca-de-duas-toneladas-
de-produtos-piratas-em-garagem-de-empresa-de-onibus-no-rio.ghtml 

タイトル リオ市のバス会社ガレージにて、警察が 4 トンの模倣品を押収 
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日付 2018 年 4 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/brasil-e-dinamarca-firmam-acordo-de-pph 

タイトル ブラジル、デンマークと PPH 協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官とデンマーク特許商標庁

（DKPTO）のスネ・スタンペ・ソレンセン長官は、4 月 12 日、INPI 本部にて PPH パ

イロット事業を規定した覚書を締結した。このパイロット段階では、各国で年間

100 件までの出願において、一方の国における審査結果を他方の国の審査に利用す

る事が可能となる。協定は 2 年間実施され、両庁でそれぞれ 200 件ずつの出願を受

け付ける。INPI 側では、機械工学、照明、加熱、武器・爆薬分野に関連した出願の

みを受付け、医薬品分野は対象外となる。一方の DKPTO では、いかなる技術分野

の特許出願も受付ける。INPI 側はさらに、PPH 事業の最後の 1 ヶ月間を除き、同一

出願者からの申請を 1 ヶ月に 1 件までとする制限を設けた。これによりブラジル

は、南米諸国の中でデンマークとの協力協定を結んだ最初の国となった。なお、こ

の協定の締結は 4 月 10～13 日の間に開催された両庁間の運営フォーラムの際で行

われたもので、会期中には組織運営や人材、特許・商標の手順や手続きに関する経

験交流が行われた。 

 

日付 2018 年 4 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-divulga-relatorio-trimestral-de-gestao-do-ibepi 

タイトル INPI、第 1 四半期の IBEPI 運営報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、本年 1 月 1 日より代表及び技術事務局を努めてい

るイベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）で実施された活動に関する、第 1 四

半期の報告書を公表した。実施された主な活動には、インターネットやソーシャル

ネットワーク上での継続的な情報発信、活動モニタリングプラットフォームの利用

における人材育成活動、IBEPI による世界知的所有権機関デジタルアクセスサービ

ス（WIPO-DAS）への参加提案書の作成などが挙げられている。IBEPI は 2012 年にイ

ベロアメリカ総局（SEGIB）が設立したプログラムで、産業財産の戦略的利用によ

るイベロアメリカ社会の開発促進を目的として活動している。 

 

日付 2018 年 4 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/marcos-jorge-toma-posse-como-ministro-da-industria-
comercio-exterior-e-servicos 

タイトル 商工サービス相にマルコス・ジョルジェ氏が就任 

要約 4 月 10 日付官報にて、マルコス・ジョルジェ・デ・リマ大臣代行が、正式な商工

サービス相として任命され、同日大統領府にてミシェル・テメル大統領より正式に

就任の命を受けた。就任式には、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテ
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ル長官も参加した。商工サービス省（MDIC）では現在、商標・特許のバックログ

削減を目的とした INPI の再建に重要な支援を行なってきている。審査官 210 名の新

規採用に加え、MDIC・ブラジル産業開発庁（ABDI）・INPI の 3 者で交わされた協定

では IT インフラの改善と業務手順の見直しのために 4500 万レアルの投資を行なっ

ている。また、出願特許の審査を迅速化するために様々な国との PPH 協定を MDIC

と INPI が協調して進めてきている。同氏は 39 歳、サンタカタリーナ南部大学にて

立法府運営学を修了、ブラジリア公共法学院の経営学部にて公共運営学の修士を取

得。2016～2017 年には MDIC の執行局長・大臣補佐長を務めている。 

 

日付 2018 年 4 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/palestra-mostra-evolucao-do-inpi-para-novos-alunos-da-
academia 

タイトル アカデミーの新入生向けに INPI の発展に関する講演会が実施される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長は、4 月 10 日、知的財産・

イノベーション・開発分野の修士課程プログラムの新入生に対する歓迎講演を行な

った。同氏は、サービス改善のための同庁の取組みについて説明。ブラジルの産業

財産システムに対する理解が不足し、INPI に対して十分な注意が向けられてこなか

った何十年間かの結果が、商標や特許の審査が遅滞する現状を招いたと指摘。実例

として、INPI の創設からほぼ 30 年後の 1998 年になってのみ初めて採用試験が行わ

れたことを挙げた。しかしながら、第 2 連邦地裁（TRF-2）が知的財産に関して特

化した判断を示し始めたことがブラジルの同システムの進展の 1 つの大きな要因と

なり、そうした状況は変化。新たな職員の採用や IT インフラの改善のようなここ数

年間行われている再構築の取組みに、INPI は政府からの多大な支援を受けるように

なっていると説明した。 

 

日付 2018 年 4 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/dia-mundial-da-pi-celebra-mulheres-na-inovacao 

タイトル 2018 年の世界知的財産の日では、イノベーションにおける女性の活躍を祝福 

要約 毎年 4 月 26 日は、特許・商標・意匠・その他の権利を通じた知的財産システムに

着目する世界知的財産の日となっている。世界知的所有権機関（WIPO）は本年の

テーマとして、貧困を緩和し、グローバルな医療活動を推進し、そして環境を保全

する方法や変化を推し進める女性の輝き・才能・好奇心・勇気に焦点を当て、この

日を祝賀する。同日には、ブラジル産業財産庁（INPI）と WIPO により国内外の女

性発明家らを招いたラウンドテーブルが開催されるほか、州政府・大学・イノベー

ションシステム関連機関との共同で、INPI の地域支部がブラジルの様々な州で祝賀

イベントを今月いっぱい実施する予定である。 
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日付 2018 年 4 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/inpi-participa-de-evento-na-russia-sobre-novas-
tecnologias-em-pi 

タイトル INPI、ロシアにて知的財産分野の新技術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・ピメンテル長官は、4 月 16 日、ロシア・モ

スクワにて開催された「デジタル化に関する国際会議 1.0：知的財産とブロックチ

ェーン技術」に参加した。開会式にて同長官は、ブロックチェーンについて、制作

者や原産地に関する証明、知的財産権の登録や利用といった段階での追跡、デジタ

ル模倣品の撲滅などの知的財産システムにおいて多大なる機会をもたらす技術であ

るとその重要性を強調した。また INPI でのブロックチェーン技術導入の経験の好例

として、コンピュータプログラムの登録サービスでの「ハッシュ」の利用する昨年

導入された変更点を紹介。ここではプログラム制作者が 1 つの「ハッシュ」を生成

し、デジタル署名が真正なものであることの宣誓書とともに INPI に送付することで

登録申請が完了する。この登録の自動化により、登録に 1,300 日を要していた期間

が昨年 9 月には 10 日間に削減された。このイベントは 4 月 16, 17 日にモスクワで

開催され、ブロックチェーン技術分野の国際的専門家 30 人を含め、世界 11 ヶ国か

ら 800 人が参加している。 

 

日付 2018 年 4 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/inpi-visita-instituto-euroasiatico-de-patentes 

タイトル INPI、ユーラシア特許庁を訪問 

要約 ロシア訪問中のブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、4 月 16

日、インド代表団とともにユーラシア特許庁（EAPO）を訪問した。EAPO のサウ

レ・トレヴレソヴァ長官との会談の目的は、特許保護の地域的システムの仕組みを

理解することにあった。ルイス・ピメンテル長官は会談の席で、EAPO との PPH パ

イロット事業の導入を含めた協力関係の拡大に INPI として対応できる旨を表明し

た。EAPO は、アルメニア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、カザフスタン、キリ

ギス、ロシア、タジキスタン、トルクメニスタンの 8 ヶ国で有効な特許の付与をす

る機関である。INPI は 2016 年、同庁から 3,380 件の特許出願を受付け、3,081 件を

承認した。EAPO では 75 名の審査官を抱えており、平均的な特許審査期間は約 1.5

年であるという。 

 

日付 2018 年 4 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-discute-acoes-de-cooperacao-com-a-russia-em-2018 

タイトル INPI、2018 年のロシアとの協力活動に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、4 月 17 日、ロシア特許
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庁（ROSPATENT）のグリゴリー・イヴリエフ長官との会合に臨み、知的財産分野で

の今後の両庁間の協力活動について協議を行なった。2018 年の活動計画として、

ロシアの特許データベース及び PatSearch 検索ツールに対する INPI からのアクセ

ス、ROSPATENT に対する INPI のコンピュータプログラム登録システムの紹介、特

許審査官連情報の交流のために ROSPATENT 代表団の INPI 視察、知的財産分野の特

定テーマに関する経験交流や協議のための 2 国間会合の実施、ROSPATENT 主催イベ

ントへの INPI の参加が決定された。さらに、組織運営、第 2 審判例、両庁の審査活

動における品質評価、世界的な知的財産システムに関するテーマについても話し合

われた。ブラジルとロシアは、知的財産分野に関する協力について 2017 年 11 月

23 日に INPI に於いて覚書を締結している。 

 

日付 2018 年 4 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/projeto-da-unesco-contrata-consultar-para-precificar-
servicos-do-inpi 

タイトル ユネスコの事業にて INPI のサービス料金設定のためのコンサルタントを契約 

要約 商工サービス省（MDIC）は、ブラジル・ユネスコの事業第 914BRZ2019 に関連し、

ブラジル産業財産庁（INPI）のサービス料金設定に関する検討を実施することを目

的とした個人コンサルタントの徴用に関する公募書類を公示した。関心がある場

合、4 月 25 日までに同省にメールで履歴書を送付すること。 

 

日付 2018 年 4 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/rio/milicia-comercializava-roupas-de-marcas-falsificadas-na-
zona-oeste-do-rio-22601830 

タイトル リオ市西部で民間武装組織がブランド衣服の模倣品を販売 

 

日付 2018 年 4 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-realiza-visita-para-conhecer-funcionamento-do-
rospatent 

タイトル INPI、ロシア特許庁の仕組みを学ぶ訪問を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）代表団は 4 月 18 日、モスクワ市内にて、組織運営の仕

組みに関する視察と経験交流を目的として、ロシア特許庁（ROSPANENT）を訪問し

た。ROSPATENT は創設 63 年を有する機関で、500 名の審査官を含む 2,300 名の職員

を抱えている。訪問の際、用語・国・区分・その他の様式を組合せて、ロシア及び

旧ソ連時代からの特許 250 万件を含む 1 億 4900 万件の特許文書から検索できる同

庁の特許検索システムである PatSearch の紹介を受けた。その他特許審査部門、宇

宙航空博物館、ロシアの新技術開発における女性の役割に関する展示を視察した。 
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日付 2018 年 4 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/visita-a-centro-de-inovacao-conclui-missao-do-inpi-a-
russia 

タイトル イノベーションセンターの訪問にて、INPI のロシア・ミッションが終了 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のロシア訪問団は、4 月 18 日、IT、バイオ医薬品、エ

ネルギー、宇宙航空技術、原子力といった様々な分野の企業、スタートアップ、大

学、研究センターが集まるスコルコフ・イノベーションセンターを視察した。スコ

ルコフ財団が運営する同センターは、260 万平米の敷地を有し、9 万 5 千平米のテ

クノロジーパークだけでも、スタートアップ 400 社に加えて教育研究機関や知的財

産を含めたイノベーション・エコシステムの発展に必要なサービス機関が入居し、

事業家らが家族とともに生活できる居住区画まで備えている。同センターの訪問

は、ロシアのイノベーション奨励モデルの理解の一助となり、ブラジルのイノベー

ション・エコシステムの発展に役立てられる経験となった。 

 

日付 2018 年 4 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/especialistas-dinamarqueses-dao-treinamento-sobre-
protocolo-de-madri 

タイトル デンマーク専門家らがマドリッド協定に関するトレーニングを実施 

要約 4 月 16～20 日かけて、リオデジャネイロ市内のブラジル産業財産庁（INPI）本部に

て、デンマーク特許商標庁（DKPTO）の専門家らによるマドリッド協定に関するト

レーニングが実施された。INPI からは、商標部及び上訴・無効化行政手続き総合課

の審査官らが参加した。訓練テーマには、DKPTO における導入プロセス、マドリッ

ド協定システムの実務と法令の適用、審査・区分け手順、品質管理手法といったも

のが含まれた。この活動は、両国間の協力活動を定めた 2017 年 12 月に両庁間で締

結された覚書に基づいて作成された作業計画で定められていたもの。 

 

日付 2018 年 4 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/stj-confirma-entendimento-do-inpi-sobre-patente-
mailbox-do-medicamento-soliris 

タイトル 上級司法裁、Soliris 医薬品の「Mailbox」特許に関する INPI の見解を支持 

要約 上級司法裁判所（STJ）の第 3 法廷は 4 月 17 日、全会一致にて、医薬品 Soliris の特

許の有効期限の算出における 1996 年付法令第 9279 号第 40 条第 1 項の非適用性を

認め、mailbox 特許に関する特別上訴にてブラジル産業財産庁（INPI）の主張を認め

る判断を下した。製薬会社 Alexion Pharmaceuticals Inc.社が保有する医薬品 Soliris

は、発作性夜間血色素尿症と呼ばれる血液系の遺伝性難病の治療に用いられる。も

し INPI に対して行われていた上訴が認められていれば、同医薬品の特許の有効期限
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は 2015 年 5 月 1 日から 2020 年 8 月 10 日に伸び、ジェネリック医薬品の投入時期

を左右し、価格低減、広範な市民に対する治療法の適用、公共医療上の政府支出額

などに大きな影響を与えるところであった。2017 年 10 月 18 日より、連邦政府に

対する販売額は同医薬品 1 個あたり 11,942.60 レアルを上限とすることとなってい

た。ブラジルでは特許の有効期限は出願日から 20 年間とされているが、法令第

9279 号第 40 条第 1 項には、出願日から 10 年以上過ぎてから審査が行われた場合

については、特許承認後最低 10 年間は特許を有効とする規定がある。当該の

mailbox 特許はこの規定に基づいて付与されたものであったが、一方で同法令の第

229 条第 1 項には、これら特許の有効期限を出願日から 20 年間と規定しており、

INPI が行政訴訟の措置を取る必要があったもの。 

 

日付 2018 年 4 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-se-reune-com-associacoes-de-propriedade-intelectual 

タイトル INPI、知的財産関係の団体との会合を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、4 月 20 日、ブラジル知

的財産協会（ABPI）、ブラジル知的財産職員協会（ABAPI）、サンパウロ州知的財

産協会の代表者らの訪問を受けた。会合のテーマは、知的財産官報第 2463 号にて

公示された、INPI ポータルサイトにおけるログイン接続を通じた商標登録認証の一

般公開利用に関してであった。 

 

日付 2018 年 4 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/colunas/patriciacamposmello/2018/04/brasil-enfrenta-
mais-um-obstaculo-para-entrar-na-ocde-empresarios-dos-eua.shtml 

タイトル ブラジルの OECD 加盟にあたりもう 1 つの障壁、米国企業家らに直面  
 

日付 2018 年 4 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/inpi-concede-indicacao-geografica-para-queijo-e-
amendoas-de-cacau 

タイトル INPI、チーズとカカオアーモンドに対する地理的表示を承認 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、4 月 24 日、コロニア・ウィッチマルスム地域産の

チーズに対し、生産地表示としての地理的表示の登録を承認した。対象となったの

は、パラナー州パウメイラ市の旧カンセーラ農場が所在したのに相当する地域。現

在では月あたり 20 トンのチーズが生産され、パラナー州全域やブラジル国内の

様々な州に出荷されている。この地理的表示は、ウィッチマルスム農牧畜混合組合

有限会社の名前で申請されていたもの。同様に、バイーア州南部産のカカオアーモ
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ンド産品に対する生産地表示としての地理的表示も付与された。対象地域は南緯

13 度 3 分から 18 度 21 分、西経 31 度 51 分から 40 度 49 分に囲まれた地域で、こ

の域内には 80 以上の市が含まれている。バイーア州南部のカカオ経済は 18 世紀半

ばに起源を持つもので、近年ではファインカカオと呼ばれる革新的な耕作・農業管

理の仕組みを取り入れた取組みが実施されている。この地理的表示は、バイーア州

南部生産者協会が申請していた。 

 

日付 2018 年 4 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/inpi-visita-procuradoria-regional-federal-da-2a-regiao-e-
escola-da-agu 

タイトル INPI、第 2 管区連邦地域検察庁と連邦総弁護庁大学校を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官らは、リオデジャネイロ市

内の第 2 管区連邦地域検察庁の新施設を訪問した。ルシーラ・カルヴァーリョ・メ

デイロス・ダ・コスタ地域検察長官は、係争分野において INPI 内の専門チームと協

働する、同庁が採用しているワークモデルが成功していると評価した。その成果の

1 つには、Soliris 医薬品の「Mailbox」特許に関し、前週に上級司法裁判所（STJ）が

下した、特許有効期限について INPI の主張内容を支持した判断が挙げられた。INPI

代表団は同日、さらにリオデジャネイロ市内の連邦総弁護庁（AGU）の大学校も訪

問した。 

 

日付 2018 年 4 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/parque-tecnologico-da-ufrj-comemora-dia-mundial-da-pi 

タイトル リオデジャネイロ連邦大学テクノロジーパークが知的財産の日記念イベントを実施 

要約 リオデジャネイロ連邦大学のテクノロジーパークにて、4 月 24 日、世界知的財産

の日を記念したイベントが開催された。ブラジル産業財産庁（INPI）からは、フェ

リペ・アウグスト・メロ・デ・オリヴェイラ イノベーション普及総合コーディネイ

ターが参加し、ブラジル産業開発庁（ABDI）や商工サービス省（MDIC）の支援を受

けて実施中の、庁内の業務フロー改善や IT 設備の近代化といった取り組みを紹介し

た。本年の知的財産の日のテーマが「変革の原動力：女性、イノベーション、創造

性」であるのに合わせ、同イベントでは 10 件の特許を保有するバルチラ・ロッ

シ・ベルグマン教授の活躍をたたえた。現在、同氏はリオデジャネイロ連邦大学生

物理研究所の免疫薬理学研究室の責任者を務めている。INPI はさらに、同テクノロ

ジーパークで最も多く特許を出願している企業として、大企業カテゴリでは

Technip FMC 社に、小企業カテゴリでは Biotecam 社を表彰した。 
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日付 2018 年 4 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/mulheres-e-inovacao-perpectivas-de-cientistas-brasileiras 

タイトル 女性とイノベーション：ブラジル科学者の語る展望 

要約 4 月 26 日の世界知的財産の日を記念するにあたり、ブラジル産業財産庁（INPI）で

は、国際的な賞を受賞したことのあるブラジル人女性科学者らに、ブラジルにおい

て科学・イノベーション分野で活動することの喜びと課題についてインタビューし

た。Elsvier 社が刊行した過去 20 年間の科学研究分野における男女別の参加割合で

は、世界中で女性研究者の数が増加していることを示しているが、ブラジルではす

でに 49%に達し、調査対象となった国の中でポルトガルと並び最も女性の割合が高

くなっていた。しかしながら、目薬の開発で 2013 年に国際賞を受賞したブラジリ

ア大学のタイース・グラチエリ教授によると、ブラジルの科学界では伝統的に女性

研究者の地位に低さが見られ、また科学者としてのリスペクトを得られていないこ

とを指摘。職業としての科学者の認知度が低いために、女性と男性がこれまで以上

に共に手を取り合い、科学の大切さとイノベーションにおける女性の重要性の認識

を広げられるような取り組みが必要だと述べている。 

 

日付 2018 年 4 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/dia-da-pi-celebra-as-mulheres-na-inovacao-em-2018 

タイトル 2018 年の知的財産の日はイノベーションにおける女性の活躍を称える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、来る 4 月 26 日、世界知的財産の日を記念して「変

革の原動力：女性、イノベーション、創造性」をテーマに、各国の産業財産庁とと

もに女性の才能、好奇心、勇気を称える。同日 15 時からの記念イベントでは、INPI

と世界知的所有権機関（WIPO）が共同で女性発明家らを招いてのラウンドテーブ

ルを開催し、Facebook 上の INPI ページから生中継する。ユネスコの調査による

と、全世界の研究者の 30%を女性が占めるにもかかわらず、ノーベル科学省を受賞

したのは 3%以下であるとされている。一方で、科学分野で活躍する女性の数はこ

の 20 年間に 12%増加したとされる。これは過去に見られなかったほどに女性がリ

ーダーシップをとっていることを示しており、彼女らの声が科学・技術・ビジネ

ス・芸術といった分野で一層聞かれるようになっていることを示している。このこ

とから、文化をより豊かにし、貧困を緩和するための具体的な解決策を展開し、世

界的な医療普及の推進、環境保全を高めていくためにも、世界各地の女性が革新性

や創造性を一層発揮していけるように考察を深めることを目的として、2018 年の

知的財産の日のテーマが設定されている。 
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日付 2018 年 4 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-atividade-sobre-o-dia-da-pi-com-o-
consulado-dos-eua 

タイトル INPI、米国総領事館とともに世界知的財産の日の活動に参加 

要約 世界知的財産の日を記念するにあたり、ブラジル産業財産庁（INPI）は 4 月 24 日、

在リオデジャネイロ米国総領事館が主催したイベントに参加した。ジミー・ストー

リー総領事も参加したこのイベントには、INPI のルイス・ピメンテル長官らが参加

した。 

 

日付 2018 年 4 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-assina-acordo-para-fortalecer-o-uso-da-pi-em-micro-
e-pequenas-empresas 

タイトル INPI、小・ミクロ企業における知的財産利用の強化へ向けた協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、4 月 26 日、ブラジリア

で開催された小・ミクロ企業常設フォーラムの全体会合にて、商工サービス省 小・

ミクロ企業特別局（MDIC-SEMPE）、全国商業登記所連盟（FENAJU）、及び会計・

企業補佐・鑑定・情報・調査サービス企業全国連盟（FENACON）との協力に関する

協定に署名した。この協定下で、INPI は協定に参加する団体に対する遠隔講習や人

材育成の実施、知的財産関連のイベントへの参加といった活動を行なっていく。さ

らに、知的財産への理解を深めるための小・ミクロ企業向けのパンフレット、ビデ

オ、リンクといったオンライン情報の公開も行なう。 

 

日付 2018 年 4 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/atividade-na-ompi-conclui-celebracoes-do-dia-da-pi 

タイトル WIPO の活動で知的財産の日の記念イベントを締めくくる 

要約 4 月 26 日、世界知的財産の日の記念イベントは、INPI 本部でのイベントの後にリオ

デジャネイロの世界知的所有権機関（WIPO）の地域事務所で行われた活動で締め

くくられた。イベントには、ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長

官、WIPO ブラジル事務所のジョゼー・グラサ・アラーニャ氏が参加した。 
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日付 2018 年 4 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-sedia-1o-encontro-de-rhs-de-orgaos-vinculados-ao-
mdic 

タイトル MDIC 関連機関の第 1 回人事ミーティングを INPI にて実施 

要約 4 月 26, 27 日の両日、商工サービス省（MDIC）に関係する機関の第 1 回人事ミーテ

ィングが、ブラジル産業財産庁（INPI）本部にて行われた。INPI、国立工業度量

衡・品質規格院（Inmetro）、マナウス・フリーゾーン監督庁（Suframa）、商工サ

ービス省（MDIC）の人事担当者の経験交流と人事業務の改善を目的に開催された

もの。リモートワーク、INPI におけるコーチングの経験、人材育成ポリシー、労働

者の健康に関するテーマで協議が行われた。 

 

日付 2018 年 4 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/unidades-regionais-promovem-atividades-pelo-dia-da-pi 

タイトル 地域支部が知的財産の日のイベントを実施 

要約 4 月 26 日の世界知的財産の日を記念して、ブラジル産業財産庁（INPI）の地域支部

では、イノベーションシステムを構成する諸機関と共同で様々なイベントを開催し

た。ミナスジェライス州ベロ・オリゾンテ市では、Milton Campos 法科大学の協力

の下、商標・特許に関する講演会が行われた。またレシフェ州ペルナンブッコ市で

は、ペルナンブッコ連邦大学（UFPE）の講堂にて、特許データバンクで参照可能な

技術情報の利用の重要性に関する講演が行われた。本イベントは、UFPE と知的財

産・イノベーション技術移転修士プログラム（Profnit）との共催で行われた。 
 

日付 2018 年 4 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-apresenta-suas-acoes-para-delegacao-da-suica 

タイトル INPI、スイス代表団に活動内容を紹介 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、4 月 29 日、サンパウロ

市内にて、ヨハン・シュナイダー・アマンスイス連邦評議会メンバー・経済教育研

究局長（省に相当）らからなるスイス代表団向けに、INPI の活動や課題に関する講

演を行なった。本イベントは在ブラジルスイス大使館が主催したもの。この訪問団

にはメルコスル各国のビジネス環境を視察する目的でスイスの企業家らが参加して

おり、INPI の再構築プロセスはその主要議題の 1 つとなった。同長官は INPI の取り

組みとして、審査官を 25%相当増員し技術的決定の件数増が見られたこと、さらに

2017 年中のバックログ削減成果（特許 7.6%、商標 14.9%、意匠 26%）や PPH につ

いて講演の中で紹介した。また現在 INPI が抱える課題として、バックログの解消、

庁内の全文書のデジタル化、煩雑化した手続きの簡素化などを挙げた。 
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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。 

 

 

 


