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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.19（2018年 5月分） 

2018年 6月 11 日発行 

日付 2018 年 5 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-ompi-realizam-seminario-sobre-pct-para-paises-
lusofonos 

タイトル INPI、WIPO とポルトガル語圏諸国向けに PCT に関するセミナーを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は 5 月 2～4 日にか

け、リオデジャネイロ市内にて、アフリカにおけるポルトガル語公用語国向けの特

許協力協定（PCT）に関する地域セミナーを開催した。アンゴラ、カーボヴェル

デ、ギニアビザウ、モザンビーク、サントメ・プリンシペの代表者が集まり、PCT

の仕組みと経験交流を目的に協議を行なった。WIPO のジョゼー・グラサ・アラー

ニャ ブラジル支部長は、国際的な特許システムの中で、INPI が PCT における 20 あ

る予備検索審査国際機関（ISA/IPEA）の 1 つに位置づけられていることを強調。ま

た INPI のジュリオ・セーザル・モレイラ特許部長は、国内出願者による PCT の活用

と迅速的かつ効率的な枠組みを構築することの重要性を説明した。 

 

日付 2018 年 5 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-se-reune-com-associacao-interamericana-de-pi 

タイトル INPI、南北アメリカ知的財産協会の会談 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、5 月 3 日、南北アメリ

カ産業財産協会（ASIPI）の代表者らと会合を行なった。 

 

日付 2018 年 5 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/membros-do-conselho-nacional-de-combate-a-pirataria-
visita-o-inpi 

タイトル 全国模倣品撲滅評議会のメンバーが INPI を訪問 

要約 5 月 3 日、リオデジャネイロ市内にて、全国商標偽造撲滅執行部の会合が行われ、
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ブラジル産業財産庁（ INPI）及び全国知的財産権侵害犯罪・模倣品撲滅評議会

（CNCP）の代表者が協議を行った。INPI のルイス・ピメンテル長官が議長を務めた

ほか、法務省、商標保護グループ（BPG）、全国工業連盟（CNI）、全国商業サービ

ス観光連盟（CNC）の代表者らが参加した。 

 

日付 2018 年 5 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-mai-06/tecnologia-conhecida-consolidada-mercado-nao-
patente 

タイトル 市場において既知の確立された技術は特許権を有しない 
 

日付 2018 年 5 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-evento-pelo-dia-da-pi-na-oab-sp-
jabaquara 

タイトル INPI、サンパウロにて世界知的財産の日のイベントに参加 

要約 サンパウロ州弁護士会（OAB/SP）ジャバクアラ支部知的財産委員会とサンパウロカ

トリック大学（PUC-SP）法学部は、4 月 26 日の世界知的財産の日の記念イベント

の一環として 5 月 5 日、サンパウロ市内にて、知的財産に関する講演会を実施し

た。ブラジル産業財産庁（INPI）を代表して参加したジュリオ・セーザル・モレイ

ラ特許部長は、バックログ削減のために同庁が取り組んでいる対策について説明。

また、プロセス改善、品質管理、人員・IT システムの増強、BRICS 及び Prosur 諸国

など他国の産業財産庁との審査協力、優先審査事業などについて紹介した。 

 

日付 2018 年 5 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/comitiva-brasileira-discute-acordo-de-cooperacao-com-
escritorio-de-pi-de-singapura 

タイトル ブラジル、シンガポール産業財産庁との協力関係を協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、シンガポール産業財産庁（IPOS）と協力活動に関

する新たな覚書の締結交渉を行なった。この交渉におけるブラジル側の関心事項

は、主に特許検索・審査サービスに関係する共同での取組み、シンガポールが加盟

国となっているマドリッド協定、企業・教育・研究サービス、国際予備審査機関

（ISA/IPEA）としての相互承認などとなっている。INPI のルイス・ピメンテル長官

は、5 月 8 日に IPOS にて本件に関する協議を行ない、加えてシンガポールによるマ

ドリッド協定への参加や、特許検索・審査に関する ISO 9001 品質認証の取得に際し

ての経験交流を行った。INPI 代表団は、訪問期間中に同国のイノベーションシステ

ムの視察を中心とした活動を行ない、5 月 7 日には世界知的所有権機関（WIPO）シ

ンガポール支局も訪問した。 
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日付 2018 年 5 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/uspto-treina-examinadores-de-patentes-em-classificacao-
cpc 

タイトル USPTO、CPC 分類における特許審査官の訓練を実施 

要約 5 月 7 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のジュリオ・セーザル特許部長は、米国特

許商標庁（USPTO）代表団の訪問を受けた。USTPO は 5 月 18 日までの間、ブラジ

ルの審査官ら向けに特許共通分類（CPC）分野の訓練を実施する。CPC は、国際特

許分類（IPC）に基づいて欧州特許庁（EPO）と USPTO が創設した分類システムで、

IPC には約 7 万、CPC には約 20 万のグループが設けられている。これら特許分類

は、元々は産業財産庁や利用者向けに文書検索を効率的に行うためのツールとして

導入されたもの。 

 

日付 2018 年 5 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/troca-de-experiencias-visa-a-melhoria-na-gestao-da-
qualidade 

タイトル 品質管理の改善を目的とした経験交流を実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、品質管理システムの導入に関して他国の知的財

産庁に対するベンチマーク測定を行っている。5 月 7 日、INPI のアレサンドロ・ベ

ルガマッシ品質管理総合コーディネイターがニュージーランド産業財産庁を訪問

し、ISO 9001 認証、変更管理プロセス、監査、リスク管理に関する概略の説明を受

けたした。商標や特許に関するツール、実行方法、品質訓練の紹介を行ったほか、

顧客セグメント化モデルを含めたニュージーランド産業財産庁のビジネスプランに

ついても協議を行なった。続いて、同氏は 5 月 9～11 日の間にオーストラリア産業

財産庁を訪問し、上記テーマに加えて利用者からのフィードバックの仕組み、文書

管理などのテーマを話し合った。同庁では、全ての作業プロセスにて、特許・商

標・意匠の技術審査の確認・見直しを可能とする仕組みを備えた ISO 9001 認証によ

る品質管理システムを導入している。 

 

日付 2018 年 5 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-publica-nova-fase-do-pph-com-estados-unidos 

タイトル INPI、米国との PPH の新フェーズを発表 

要約 米国特許商標庁（USPTO）とブラジル産業財産庁（INPI）の間で実施されている

PPH パイロット事業は、5 月 10 日から 2020 年 4 月 30 日までの間、第二段階とな

るフェーズを展開する。5 月 8 日付けの知的財産官報第 2470 号で公示されたも

の。このフェーズでは、すでに対象となっている石油・ガス・石油化学分野の技術

に加えて、情報技術分野が含まれる。また現行フェーズについても、特許協力協定

（PCT）を通じて国際予備審査報告を得られた 50 件までの特許について、PPH の優
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先審査対象に含めることが認められるようになる。PPH 実施中は各国あたり合計

200 件の出願が受け付けられ、実施期間の最後の 30 日間を除いて申請者は 1 ヶ月

あたり 1 件まで PPH による出願ができるようになる。本 PPH 事業にて、INPI では

平均して 180 日以内に決定を行なっている。 

 

日付 2018 年 5 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/protocolo-de-madri-e-destaque-em-seminario-sobre-pi-
em-sao-paulo 

タイトル サンパウロでの知的財産関連セミナーでマドリッド協定が焦点に 

要約 5 月 8 日、サンパウロ市内にて第 2 回知的財産セミナーが実施され、ブラジルが本

年中に批准を目指す商標登録に関する国際的な枠組みであるマドリッド協定に注目

が集まったほか、ブラジルの知的財産システムの進展や同分野での国際協力につい

ても協議が行われた。本イベントは、ブラジル工業連盟（CNI）、ブラジル産業財

産庁（INPI）、世界知的所有権機関（WIPO）が共催するもの。開会に際し、カルロ

ス・エドゥワルド・アビジャオジ CNI の産業開発ディレクターは、ブラジルの知的

財産システムが国際協力と手続き簡素化という面で重要な進展を見せていることは

注目に値すると評価しつつ、さらなる進展も必要と指摘し、マドリッド協定への批

准はブラジルの通商上重要な機会となるとの見方を示した。国際協力面では、英

国、日本、米国、世界知的所有権機関（WIPO）の代表者らが討議に参加。5 月 8 日

に公示された USPTO との PPH 協定を含む各国との PPH 事業について主に協議され

た。 

 

日付 2018 年 5 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 ブラジル工業連盟（CNI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.portaldaindustria.com.br/noticias/inovacao-e-tecnologia/digitalizacao-da-
economia-traz-novos-desafios-ao-sistema-de-propriedade-intelectual/ 

タイトル 経済のデジタル化が知的財産システムに新たな課題をもたらす 

 

日付 2018 年 5 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/patentes-relacionadas-a-zika-chikungunya-e-doencas-
raras-terao-exame-acelerado 

タイトル ジカ熱・シクングニャ熱、難病治療に関連した特許が早期審査の対象に 

要約 2018 年付決議第 217 号の定めにより、ジカ熱・シクングニャ熱に関連する医療分

野で利用される医薬品・医薬品製造プロセス・成分・医療機器について出願される

特許は、治療薬の開発が進まないいわゆる「顧みられない熱帯病」のリストに加え

られ、5 月 8 日よりブラジル産業財産庁（INPI）の優先審査の対象となることとな

った。この決議では、同時に WHO が難病指定(10 万人に患者数 65 人)とする疾病の
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治療に関連した出願特許も早期審査の対象に含められた。さらに、すでに認められ

た特許も行政審査の第 2 審にて優先審査の対象となる。これらの取組みは、厚生省

が進める医療分野の公共政策並びに医療分野の産業開発と一致した政策を INPI が共

有していることを示している。 

 

日付 2018 年 5 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/2018/05/08/processos-de-registros-de-
patentes-verdes-poderao-ter-prioridade 

タイトル グリーン特許の登録プロセスが優先性を獲得 

要約 連邦上院議会の環境委員会は、5 月 8 日、持続可能・クリーンな技術の出願特許、

いわゆる「グリーン特許」の審査に優先権を与える提案を承認した。シロ・ノゲイ

ラ上院議員（PP 党・ピアウイ州選出）の提出した 2012 年付上院法案第 158 号は、

この後、科学・技術・イノベーション・通信・情報委員会で審議される。グリーン

特許は、環境資源の制限的利用の促進、温室効果ガスの排出削減、炭素吸収の強

化、気候変動への適応に関連した技術に対する特許。ブラジル産業財産庁（INPI）

は、2013 年に初のグリーン特許を承認している。この法令案では、この種の技術

の特許登録の手続きを簡素化し、優先的な審査を規定しようとしている。報告者で

あるヴァウジール・ハウプ上院議員（PMDB 党・ロライマ州選出）によると、特許

とはイノベーションに投資する発明者に対するリターンの実現可能性を明確に示す

ための権利であり、生産部門によるこのようなグリーン技術への投資は、国内外で

決められる温室効果ガスの排出削減目標に対するブラジルとしての約束の達成に不

可欠であると説明している。 

 

日付 2018 年 5 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://g1.globo.com/carros/noticia/toyota-registra-desenho-do-yaris-seda-no-brasil.ghtml 

タイトル トヨタ、ブラジルでセダン車 Yaris の意匠を登録 

 

日付 2018 年 5 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-mai-08/trf-rejeita-principio-insignificancia-venda-dvds-
piratas 

タイトル 連邦地方裁判所、海賊版 DVD の販売における非重要性の原則の適用を棄却 
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日付 2018 年 5 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-de-treinamento-sobre-marcas-e-desenho-
industrial-do-euipo 

タイトル INPI、EUIPO による商標・意匠に関するトレーニングに参加 

要約 5 月 7, 8 日の両日にわたり、ブラジル産業財産庁（INPI）のチアゴ・カルヴァーリ

ョ・ギマラエス職員がスペインのアリカンテ市で開催された欧州産業財産庁

（EUIPO）主催の IP Case Law Conference（IPCLC）に参加した。商標と意匠に関する

法令を取扱うこのトレーニングでは、欧州・国際係争の解決機関としての仲裁機関

の役割、一般裁判所及び司法裁判所に対する手順に関する判例、登録されていない

識別標識に関する係争、ドメイン名と商標、判例の作成などについて、EUIPO や司

法・学会の国内外の機関の専門家らを招いての討議が行われた。 

 

日付 2018 年 5 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-e-ompi-discutem-adesao-ao-protocolo-de-madri 

タイトル INPI、WIPO とマドリッド協定への批准に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が、マドリッド協定への批准へ向けて行なっている活

動を紹介し、世界知的所有権機関（WIPO）がこの国際的な商標登録システムを管

理運営する上で得てきた経験の交流を目的として 5 月 10 日、リオデジャネイロ市

内にて、INPI と WIPO の指導部間の会合が実施された。INPI のサムエル・ロペス・

カンタニェジ商標総合コーディネイターには、現在 20 ヶ月を要している商標の審

査期間を、年内に 18 ヶ月にまで短縮する見込みであることを説明。WIPO のワン・

ビンイン商標・意匠担当事務局次長は、ブラジルは同協定に参加するための要件を

遵守するのに必要となる組織をよく整備していると評価した。 

 

日付 2018 年 5 月 11 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/cresce-numero-de-marcas-patentes-e-desenhos-
industriais-no-brasil-em-2018 

タイトル 2018 年、ブラジルにおける商標・特許・意匠件数が増加 

要約 2018 年 1 月～4 月にかけて、ブラジル産業財産庁（INPI）の全サービス分野の処理

件数において、2017 年同時期と比較して大きな伸長が見られた。これは 2016 年、

2017 年に 25%増となる 210 名の審査官の採用に加え、219 名のリモートワークを行

なっている審査官の生産性が平均して 51%増加したことによりもたらされたもの。

意匠における処理件数が特に大幅な増加を見せており、2018 年 1～4 月期で前年比

139%増となる 3,854 件の決定が行われた。商標は 88%増の 88,641 件、特許は 67%

増の 5,377 件、それぞれ技術的決定が下されている。コンピュータープログラムは

64%増の 1,350 件、技術契約登録は 398 件から 422 件に増加した。特筆すべきは出

願件数を上回る決定を実現した点で、意匠では同時期の出願件数比で 159.8%増とな
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る決定件数を記録。また電子出願システムが導入されたコンピュータープログラム

では 126.5%増となった。一方で、同様の出願数に対する決定件数の割合は、商標で

は 73.8%増、特許は 40.2%増、技術契約は 22%増となった。 
 

日付 2018 年 5 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-disponibiliza-regulamentos-de-uso-de-indicacoes-
geograficas 

タイトル INPI、地理的表示の利用規則を掲載 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、ブラジル国内外地域の地理的表示の利用規則をポ

ータルサイト上で公開した。この取組みは、2018 年の活動計画の一環で、同庁の

運用の効率化を促進するために行われているもの。このページには「地理的表示基

本ガイド」の「第 2 ステップ：書類の準備」の項からアクセスできる。ここでは、

生産地表示又は原産地名称の地理的表示の登録に関する規則を参照可能となってお

り、現在 INPI に登録されている国内外の地理的表示 66 件それぞれの利用規則が掲

載されている。新たに登録された地理的表示の規則についても、その都度このペー

ジで公表されることになっている。 

 

日付 2018 年 5 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-externa-ira-buscar-melhoria-operacional-na-
area-de-patentes 

タイトル 特許分野の運用改善を目指し外部コンサルタントを起用 

要約 5 月 15 日、特許の処理手順、選別メカニズム、審査官のトレーニングと評価、改

善点の明示方法に関する評価を実施する外部コンサルタントの作業が開始された。

この次の段階では、商標分野に関しても同様の改善が行われる予定。コンサルタン

トの起用は、様々な国の開発や貧困削減を目的とした英国政府の Prosperity Fund を

通じて行われるもので、総額 13 億ポンド（約 64 億レアル）のうち 8 千万ポンド

（約 3 億 9600 万レアル）が 2022 年までにブラジルに投資される見込みとなってい

る。この中には、英国外務省及び英国産業財産庁（UKIPO）が参加する通商の簡素

化に係る基金プログラムが含まれており、これにより、商工サービス省（MDIC）

の支援の下でブラジル産業財産庁（INPI）でのコンサル業務が実施されるもの。外

部コンサルタントは 3 週間にわたり、INPI での情報収集や審査官・管理職・知的財

産サービスの利用者とのコンタクトに当たる。 

 

日付 2018 年 5 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-e-anprotec-discutem-cooperacao-em-propriedade-
industrial 

タイトル INPI、Anprotec と産業財産分野における協力について協議 



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

 8 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、5 月 16 日、全国革新的

事業促進団体協会（Anprotec）のジョゼー・アルベルト・サンパイオ・アラーニャ

会長の訪問を受けた。会合では、産業財産分野における協力関係について協議され

た。 

 

日付 2018 年 5 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/backlog-de-patentes-e-centro-de-material-biologico-sao-
temas-de-reuniao-com-a-fiocruz 

タイトル 特許バックログ及び生物学的資源センターが Fiocruz 財団との主要な議題に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、5 月 16 日、オズワル

ド・クルス財団（Fiocruz）のニージア・トリンダーデ・リマ会長とリオデジャネイ

ロ市内で会談し、両機関の協力関係の可能性について協議を行なった。同長官は、

公共医療分野に影響を及ぼす特許審査の遅滞に関するデータを紹介し、そうした課

題を解決するために取り組んでいる活動について説明した。一方のニージア会長

は、研究活動や国内特許出願に含まれる生物学的サンプルの保管に用いられるスペ

ースの構築など、産業財産システムに貢献する同財団の取組みを紹介した。 

 

日付 2018 年 5 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 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-mai-16/brasileiros-obtem-certificado-internacional-
protecao-dados 

タイトル ブラジルの弁護士事務所がオンラインデータの保護における国際認証を取得 

 

日付 2018 年 5 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-visita-tecnopuc 

タイトル INPI、Tecnopuc を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の代表団が、5 月 16 日、リオグランジドスル州ポルト

アレグレ市内の、PUC 大学科学技術パーク（Tecnopuc）を訪問し、双方における協

力関係について協議した。INPI のサービス普及を促進し、産業財産に含まれる様々

な無形資産に関する出願の品質向上を図ることを目的としたもの。 

 

日付 2018 年 5 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/mdic-realiza-7a-reuniao-do-comite-de-governanca-
estrategica 
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タイトル MDIC、第 7 回戦略的統治委員会会合を開催 

要約 商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジ大臣は 5 月 17 日、ブラジリアに

て、第 7 回となる同省の戦略的統治委員会を開催した。ここでは、同省の戦略的計

画及び手続き簡素化計画の取組みを中心とした 2018 年の主な達成目標について紹

介された。ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官もこれに参加し

た。各部門がそれぞれの責任下で実施している戦略的取組みと手続き簡素化策を紹

介し、情報システムの導入、規則の改良、生産分野の促進プログラムや活動などが

全体的に実施されている。また、MDIC による 23 の新規取組みの承認もこの会合で

行われ、モニタリング・センターがこれをフォローすることとなっている。2016-

2019 年期の戦略計画に係る活動状況についても協議が行われた。 

 

日付 2018 年 5 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/a-industria-do-futuro-e-tema-de-debate-em-sao-paulo 

タイトル 未来の産業がサンパウロにおける議論のテーマとなる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、5 月 18 日、サンパウロ

市内にて、ブラジル工業連盟（CNI）が Exame 誌の協賛の下で開催した「イノベー

ション：未来の産業」の開会式に参加した。CNI のロブソン・ブラーガ・デ・アン

ドラーデ会長は、開発と経済におけるイノベーションの果たす役割の重要性を協調

し、この 10 年間にわたり、国内産業政策の中心テーマに据えられてきていると指

摘した。このイベントでは、CNI が Euvaldo Lodi 機関（IEL）及び革新企業運動

（MEI）とともに実施した、「2027 年の産業：破壊的イノベーションを前にしたブ

ラジルのリスクとチャンス」と題した初の研究成果も発表された。ここでは 5 から

10 年のスパンで破壊的技術がもたらす影響を特定し、ブラジルの企業システムが

そのリスクに立ち向かう一方、それらがもたらすチャンスの利用可能性について評

価している。 

 

日付 2018 年 5 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/brasil-e-japao-trocam-ideias-sobre-sistema-de-protecao-
a-pi 

タイトル ブラジル、日本と知的財産権保護システムに関し意見交換を実施 

要約 5 月 18 日、サンパウロ市内にて第 2 回となる中南米 IPG 会合が開催された。ブラジ

ル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官はその席上、同庁の活動について

紹介。この会合には、ジュリオ・モレイラ特許部長及び INPI サンパウロ支部のマウ

ロ・カタリーノ・ルス渉外コーディネーターが参加した。中南米 IPG 代表の高橋良

明氏らの発表の後、INPI は日本企業代表者らとブラジルにおける知的財産権の保護

に関する意見交換を行なった。 
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日付 2018 年 5 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-participa-de-eventos-sobre-marcas-e-sistema-de-
madri 

タイトル INPI、マドリッド協定の商標システムに関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）商標・意匠・地理的表示部のシュムエル・カタニェー

デ総合コーディネイターは、5 月 20 日、米国シアトル市で行われた世界知的所有

権機関（WIPO）主催の「マドリッドシステム利用者会合」に参加した。同氏は、5

月 22 日にはカナダ・メキシコ・ハンガリーの知的財産庁が開催する 2018 年度の

「知的財産庁ワークショップ」に参加する予定となっている。ここではイノベーシ

ョン戦略の一部としての商標登録について協議される予定。 

 

日付 2018 年 5 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/academia-reduzira-tempo-para-emissao-de-diplomas-de-
pos-graduacao 

タイトル INPI アカデミー、修士課程修了証の発行時間を短縮 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 22 日、INPI の知的財産・イノベーション・開

発アカデミーが修士課程の修了証を発行するための規則を 5 月 22 日付の知的財産

官報（RPI）に公示した。これにより修了証の発行が迅速化され、30 日以内に発行

されることになる。同アカデミーではこれまで、修了証の発行には協定関係にある

教育機関が必要としていた。 

 

日付 2018 年 5 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/crescimento-da-industria-de-moda-impulsiona-o-
surgimento-do-fashion-law,cd00009b13a38d0a39c572033c2864a2fz55gm61.html 

タイトル ファッション産業の成長が Fashion Law の出現を促す 

 

日付 2018 年 5 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2018/05/anatel-faz-operacao-de-combate-
pirataria-de-tvs-por-assinatura.html 

タイトル Anatel、ケーブルテレビの海賊版撲滅作戦を展開 
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日付 2018 年 5 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/tecnologia/post/2018/05/23/site-minhateca-tem-
endereco-congelado-e-fica-inacessivel-apos-acao-por-pirataria.ghtml 

タイトル サイト「Minhateca」、海賊版対策後にアドレスを凍結されアクセス不能に 

 

日付 2018 年 5 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 サイト Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/economia/exame-forum-discute-como-combater-praticas-
ilegais-que-afetam-os-negocios/ 

タイトル ジェラルド・アウキミン氏、本日の Exame 誌の違法行為撲滅フォーラムに参加 

 

日付 2018 年 5 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-anvisa-convergem-entendimentos-sobre-patentes-
farmaceuticas 

タイトル INPI、Anvisa と医薬品特許に関する合意について集中協議 

要約 5 月 24 日、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、ブラジ

ル衛生監督庁（Anvisa）との両庁間連携グループ（GAI）の合同会合が行われた。こ

のグループは、医薬品やその製造課程に対する出願特許の審査において、INPI と

Anvisa が連携して実施する活動のメカニズム・手順・公式なツールの導入可能性な

どについて、検討・提唱する目的で設置されたもの。INPI のルイス・ピメンテル長

官は会議の冒頭で、2017 年末に創設された同グループの活動の進展を強調し、続

いて出願後の手続きの最適化、公文書や見解書の送付に際しての新たな方法、GAI

の取組みに透明性を与えるための両庁によるポータルサイトの設置といった、すで

に実現した取組みを紹介した。両庁の連携によって、Anvisa は出願特許の特許性の

基準に沿った審査を行なうことができるが、INPI の技術的決定との関連付けは行わ

れず、INPI はこの Anvisa の技術見解書を考慮しつつ、技術的根拠に沿ってその採用

を判断することができるようになっている。 

 

日付 2018 年 5 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/mercosul-coreia-do-sul-iniciam-negociacoes-para-
acordo-de-livre-comercio-22715166 

タイトル メルコスルと韓国、自由貿易協定交渉を開始 
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日付 2018 年 5 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/escritorios-de-pi-da-america-latina-discutem-cooperacao-
regional-na-argentina 

タイトル ラテンアメリカの産業財産庁が域内協力についてアルゼンチンで協議 

要約 ラテンアメリカ諸国の産業財産庁が、5 月 28～31 日、アルゼンチン・ブエノスア

イレス市にて知的財産分野の多国間協議に望んだ。ブラジル産業財産庁（INPI）の

ルイス・ピメンテル長官は、レオポルド・コウチーニョ国際関係コーディネイター

とともにこの会合に参加した。28 日午前には、南米知的財産庁間協力プロジェク

ト（PROSUR）執行会議が行われ、商標の域内フォーマットや中小企業の育成に関

する技術普及プロジェクトの見直しについて協議された。特許分野では、発明者の

表彰、PPH 事業の実施、PROSUR 加盟諸国による WIPO DAS システムの採用につい

て話し合われた。5 月 29～31 日にかけては、世界知的所有権機関（WIPO）が主催

するラテンアメリカ諸国の産業財産庁代表や貿易促進機関が参加する会合が開催さ

れる予定。 

 

日付 2018 年 5 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-realiza-primeira-reuniao-na-Presidencia-do-
IBEPI/view 

タイトル INPI、IBEPI 代表としての初の会合を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 28 日、交代代表及び技術部代表に今年 1 月に就

任後初めてとなる、イベロアメリカ産業財産プログラムの政府間委員会を開催し

た。会合では、域内での国際化を図るイベロアメリカ中小企業への支援プラットフ

ォームで、情報・サービス・知的財産に関するサポートを提供する CIBEPYME シス

テムについて協議されたほか、IT 分野の協力システムについても話し合われた。続

いて、知的財産資産の管理、グッドプラクティス交流、イノベーションプログラム

の構築、サービスツール、係争解決といった IBEPI の各国が担当となり活動にあた

っているテーマの進捗について報告が行われた。ブラジルは、人材育成、アルゼン

チンと協力実施している IT 分野のプロジェクトを担当し進めているほか、ポルトガ

ルとワークシェアリング協力プロジェクトを進めている。 

 

日付 2018 年 5 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/registro-online-de-software-completa-oito-meses-com-
concessao-em-ate-7-dias-uteis 

タイトル ソフトウェアのオンライン登録開始から 8 ヶ月経過し、営業日 7 日間以内の承認を

実現 

要約 2017 年 9 月 12 日に運用が開始され、8 ヶ月が経過したコンピュータープログラム

のオンライン登録システムでは、迅速・安全かつ完全に情報化されたサービスを利
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用者に提供している。手続きの簡素化により、登録証明書の発行までの期間は、導

入当時の 1,300 日から営業日 7 日間へと劇的に短縮されている。この e-RPC システ

ムは、商工サービス省（MDIC）が実施する公共サービスの手続き簡素化施策の一

環で導入されたもの。ブラジルにおいては、コンピュータープログラムの登録は

INPI により実施されており、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に

基づき、176 カ国において自動的に保護の対象となる。ブラジル・ソフトウェア企

業協会（ABES）が実施した 2017 年のブラジル・ソフトウェア市場調査によると、

2017 年の間、国内でハードウェア・ソフトウェア・IT サービスに 380 億ドルが投

資されたとされ、世界第 9 位の市場となっている。これは 2016 年比で 4.5%の伸長

であり、また 2018 年には 2017 年比で 4.1%の拡大が見込まれている。 

 

日付 2018 年 5 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/ompi-reune-representantes-de-19-paises-para-discutir-pi-
e-exportacoes 

タイトル WIPO、知的財産と輸出に関する協議に 19 カ国の代表者を招待 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）は、5 月 29～31 日、アルゼンチン・ブエノスアイレ

ス市にて、南米諸国の知的財産庁と輸出促進機関の代表者の会合を開催。中南米諸

国を中心に 19 カ国（アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チリ、コロンビア、コ

スタリカ、キューバ、エクアドル、エルサルバドル、グアテマラ、ホンジュラス、

メキシコ、ニカラグア、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、ベネズエラ）の代表者が参加した。この会合は、域内の企業による国際市

場への参画を可能とし、かつ海外からの投資を誘致するための知的財産権の活用を

奨励する方策について協議することを目的としたもの。ブラジル産業財産庁

（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、レオポルド・コウチーニョ国際関係コーデ

ィネイターとともにこれに臨んだ。協議の結果として、ブラジル・メキシコ・コロ

ンビアの産業財産庁が WIPO の支援のもと、輸出促進機関に対する知的財産分野の

人材育成のための遠隔講習を共同で企画する提案を示した。また、続く 5 月 30～

31 日には、各産業財産庁の代表者らのみによる会合が持たれ、生産性とサービス

品質の向上に対する運営上の課題に関する意見交換が行われた。 

 

日付 2018 年 5 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/inpi-se-reune-com-programa-euroclima-para-desenvolver-
projeto-de-capacitacao-sobre-tecnologias-verdes 

タイトル INPI、Euroclima+及びスペイン特許商標庁とグリーン技術分野の人材育成に関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 28～6 月 1 日にかけ、Euroclima+プログラム及

びスペイン特許商標庁（OEPM）のメンバーらと、気候及びエネルギー効率に影響

を及ぼすインダストリー4.0 に関連した先進的グリーン技術分野での特許審査官の

育成事業の実施に関する協議を行なった。INPI と Euroclima+プログラムの間で取り

交わされている特別トレーニングの実施へ向けた協力協定の一環として開催された

もので、OEPM が仲介機関として参加している。Euroclima+プログラムは、ラテン
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アメリカ 18 カ国における環境面、特に脆弱な市民に対する恩恵を考慮して持続可

能な開発を促進しようとするもの。また気候変動の緩和や、その対応を目的とした

政策の適用や実施に向けた経済・技術的支援も可能となっている。 INPI と

Euroclima+の間では、2017 年 10 月、商工サービス省（MDIC）の国際部による仲介

のもと、先進的グリーン技術の特許に関する審査官育成事業の提案が行われたこと

をきっかけとして協力関係が持たれている。 

 

日付 2018 年 5 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/inpi-participa-de-forum-sobre-investimentos-no-brasil 

タイトル INPI、ブラジルにおける投資に関するフォーラムに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、5 月 29～31 日、サンパウロ市内にて開催されたブ

ラジル投資フォーラム 2018 に参加した。このイベントは、インフラ、エネルギ

ー、アグリビジネス、建設、技術、イノベーションといったブラジル経済の戦略分

野への投資機会をアピールするために開催されたもの。INPI サンパウロ支部渉外部

のマウロ・カタリーノ コーディネイターらが INPI を代表し、会場内のスタンドで

知的財産に関心を持つ企業家らに対応した。 

 

日付 2018 年 5 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/professor-da-academia-toma-posse-como-coordenador-
na-area-interdisciplinar-da-capes 

タイトル アカデミーの教授が CAPES におけるコーディネイターに就任 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーのエドゥワルド・ウィンテル教授が、5 月

24 日、ハイレベル人材養成業務統括部（CAPES）の学術間評価分野職業専門家プロ

グラムのコーディネイターに就任した。同氏はアカデミーにて 5 年間コーディネイ

ター補佐として活動していたが、今後は 358 の修士プログラムを有する CAPES の評

価分野で最大の職業専門家修士・博士課程のコーディネイトを担当する。これら学

術間分野の修士プログラムの中には、INPI が提供する知的財産・イノベーション分

野の職業専門家修士・博士課程も含まれている。 
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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。 

 


