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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.20（2018年 6月分） 

2018年 7月 2日発行 

日付 2018 年 6 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/sistema-pct-completa-dez-anos-de-existencia 

タイトル PCT システム、40 週年を迎える 

要約 6 月 1 日、特許協力条約（PCT）は 40 周年を迎える。ブラジルは特許出願に関する

この国際システムの創設に関わった 13 カ国の 1 つである。最初の国内居住者によ

る出願案件は、造船で利用される回転式浮遊ドックに関するオラヴォ・クラメル・

ダ・ルス氏によるもので、1983 年 9 月 6 日にブラジルで特許として認められてい

る。この出願の優先権がある 1970 年代は、造船業はブラジル経済で大変重要な分

野であり、イノベーション推進の要であった。 
 

日付 2018 年 6 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/academia-do-inpi-realiza-palestra-sobre-inovacao-com-
especialista-chines 

タイトル INPI アカデミー、中国の専門家を招き都市のイノベーションに関する講演会を開催 

要約 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、6

月 5 日、中国の北京航空航天大学のシャンドン・チェン教授を招き、特許文書に含

まれる情報を通じて評価される都市部におけるイノベーションのダイナミズムに関

する講演会を開催した。話の中で、同教授は中国の地域別のイノベーションの進展

に関する研究内容を紹介。イノベーション・エコシステムの多様性や知識クラスタ

ーの形成に関する実践的なデータが含まれているため、各都市の分析は重要である

と説明した。商習慣などの要因により、特に中国南部の都市がイノベーション環境

を形成するのが特に活発であるとされ、蘇州市や上海市がそのサンプルとして取り

上げられた。こうした都市部のイノベーションの多様性に影響を与える 4 つの要素

には、投資、文化、産業、知識や技術が挙げられた。 
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日付 2018 年 6 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/cultura/ministro-da-cultura-anuncia-criacao-de-secretaria-de-
direito-autoral-propriedade-intelectual-22744252 

タイトル 文化省、著作権・知的財産局の創設を発表 

 

日付 2018 年 6 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 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-jun-04/marca-mesma-ideia-concorrente-nao-registro-
inpi 

タイトル 競合他社と同じ趣意を伝える商標は INPI への登録は認められない 

 

日付 2018 年 6 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/unicamp-lidera-ranking-de-maiores-depositantes-de-
patente-nacionais 

タイトル Unicamp 大学、国内特許出願者ランキングの首位となる 

要約 カンピーナス州立大学（Unicamp）は、2017 年に 77 件の特許を出願し国内出願者

ランキングの首位となったことが、5 月 6 日に公表された「2018 年知的財産指標」

で明らかになった。2016 年には、同大は 62 件の出願を数え 2 位に入っていた。海

外居住出願者に関しては、米国のモバイル技術企業である Qualcomm 社が 672 件を

出願し 1 位となり、米国の Dow Chemical 社が 419 件とそれに続いた。商標の国内

出願者ランキングのトップは Qualicorp 社で 277 件。海外商標出願者では 349 件で

Target Brands 社が首位となっている。2017 年の特許出願件数は 2016 年比 7.6%減の

28,667 件となり、連続 4 回目の減少。国内居住者からの発明特許出願件数が 5.4%

増えたのに対し、海外からの同出願件数は 11.5%減少した。米国及びドイツからの

出願件数がこの 50%を占めている。この報告書では、ブラジル産業財産庁（INPI）

が提供する全てのサービスに関する指標が掲載されており、今回初めて特許、商

標、意匠、地理的表示について触れている。 

 

日付 2018 年 6 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/encontro-de-unidades-de-auditoria-interna-do-mdic-
acontece-no-inpi 

タイトル MDIC 内部監査部局の会合が INPI にて開催される 

要約 6 月 6～7 日にかけ、リオデジャネイロ市内のブラジル産業財産庁（INPI）講堂に

て、商工サービス省（MDIC）関連団体内部監査部局会合が開催された。このイベ

ントは、MDIC の内部統制特別部が透明性確保及び連邦総検査省の協賛のもと実施
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したもので、INPI 及びブラジル国立技術品質度量衡院（Inmetro）が後援している。

開会の席で、INPI のルイス・ピメンテル長官は公共管理における監査に重要性を指

摘。MDIC のマノエル・アウグスト監督官は、公共組織の良好な統治を支援する上

で、詐欺・汚職行為の予防・発見・処罰・防止のための施策を統合的に組合せた、

公共部門における統合政策の導入について説明した。 

 

日付 2018 年 6 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/comeca-segunda-fase-do-projeto-piloto-patentes-icts 

タイトル 科学技術機関（ICTs）特許パイロット事業の 2 期目が開始 

要約 ICTs 特許パイロット事業の 2 期目が開始され、これにより科学技術機関（ICTs）か

ら出願される特許を対象として 100 件までの出願について優先的な審査が行われる

こととなる。ブラジル産業財産庁（INPI）は、ICTs が開発する革新的な製品・サー

ビスの市場への導入を奨励することを目的としている。2019 年 5 月 31 日までの実

施期間中、最後の 1 ヶ月間を除き、出願者あたり 1 ヶ月に 1 件までの出願が認めら

れる。 

 

日付 2018 年 6 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/presidente-da-casa-da-moeda-realiza-visita-ao-inpi 

タイトル 造幣局長官が INPI を訪問 

要約 6 月 7 日、アレシャンドレ・ボルジェス・カブラル造幣局長官がブラジル産業財産

庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官を訪問。会合では、技術に関するワークショ

ップについて話し合われた。 
 

日付 2018 年 6 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/inpi-discute-cooperacao-com-consul-dos-estados-unidos 

タイトル INPI、米国総領事と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 6 月 11 日、ジミー・スト

ーリー在リオデジャネイロ米国総領事の訪問を受け、両国間の知的財産分野での協

力活動に関する協議を行なった。総領事は、2 国間のビジネスチャンスは大きく、

本年 5 月に第 2 フェーズを開始した PPH パイロット事業も戦略的強化の一環となっ

ていると話した。総領事職を辞する同氏に対し、INPI 長官からは感謝の意を込めた

記念の楯が贈られた。 
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日付 2018 年 6 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-concede-indicacao-geografica-para-socol-do-espirito-
santo 

タイトル INPI、エスピリト・サント州産のソコルに対し地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 12 日、エスピリト・サント州ヴェンダ・ノヴ

ァ・ド・イミグランテ市でイタリア系移民が生産する豚肉を用いたソーセージであ

るソコルに対し、原産地表示としての地理的表示の登録を認めた。豚肉、塩、唐辛

子、黒胡椒、にんにくを原料とするソコルは、移民文化を保存するだけでなく、製

品そのものの伝統を受け継ぐことの価値を高めている。元々は家庭で消費するため

に作られていたが、収入源になるようになり、現在ではアグロツーリズム資源に発

展するなど現地文化のシンボルとなっている。 

 

日付 2018 年 6 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/relatorio-demonstra-que-pre-exame-de-pedido-de-
patente-aumenta-produtividade 

タイトル 特許の事前審査は生産性を向上させると報告される 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、付与された特許の法的な安全性を高め、かつ出願

時の補助的な審査手順を最適化することを目的に 2018 年の INPI 活動計画の一環と

して進められている、特許出願の事前審査事業の成果に関する報告書を公表した。

これによると、事前審査の見解書が提示された場合には 17.2%までの生産性の向上

が見られたとされ、バックログの解消の一助になると報告されている。評価期間中

は 939 件の出願特許がこの調査対象となり、このうち 680 件について事前審査見解

書が発出された。このうち 22.1%（150 件）については、見解書に対する回答が行

われなかったため文書保存扱いとなった。一方で、見解書に対する回答があった案

件のうち 5.6%では実際の出願の際に大きな内容変更は行われず、また 87.9%につい

ては新たな特許請求の範囲を含む回答内容であった。 

 

日付 2018 年 6 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-participa-de-seminario-de-diplomacia-e-inovacao-
cientifica-e-tecnologica 

タイトル INPI、外交と科学技術イノベーションに関するセミナーに参加 

要約 政府・産業界・大学による共同活動について協議を行なうことを目的として、6 月

12 日、ブラジリアにて、科学技術イノベーション通信省（MCTIC）と外務省

（MRE）が主催する第 3 回外交と科学技術イノベーションに関するセミナーが開催

された。ブラジル産業財産庁（INPI）からは、ルイス・ピメンテル長官が参加し

た。 
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日付 2018 年 6 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-divulga-plataforma-para-aprender-usar-e-transferir-
propriedade-industrial 

タイトル INPI、知的財産の学習・利用・情報交換を目的としたプラットフォームを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、市民への知的財産システムに関する情報提供、同

庁のサービスの利用、域内の実業家や利用者の情報交換を可能とするデジタル・プ

ラットフォームである Prosur Proyecta Brasil を公開している。このプラットフォー

ムは、南米諸国 13 カ国（アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリ

カ、エルサルバドル、エクアドル、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ド

ミニカ共和国及びウルグアイ）が共同で実施する Prosur 事業の一環で創設されたも

ので、知的財産に関する全てのテーマが包括的に取り扱われる。知的財産分野へ同

様な関心を持つ利用者同士で協力ネットワークに参加・開設・管理できるデジタ

ル・コミュニティへのアクセスが可能になるほか、関連イベント情報を参照した

り、Prosur 諸国間での知的財産資産の適切な保護や技術移転に関する戦略をいかに

作り上げることができるかについての情報収集を可能とする。 

 

日付 2018 年 6 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/inpi-participa-de-seminarios-sobre-ouvidorias-em-recife 

タイトル INPI、レシフェにてオンブズマンに関するセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のオンブズマン マルコス・ジャロン氏が、6 月 13～15

日にレシフェ市にて開催された第 12 回全国オンブズマン・セミナー及び第 4 回オ

ンブズマン・市民保護国際セミナーに参加した。これらの会合では、公共部門・民

間部門の双方におけるオンブズマンの支援による市民活動の強化、活動モデルに関

する経験共有、社会と管理者の緊密化の促進について協議された。 

 

日付 2018 年 6 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/inpi-e-cade-estabelecem-acordo-de-cooperacao-tecnica 

タイトル INPI、Cade と技術協力協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と経済防衛行政評議会（Cade）は、6 月 13 日、ブラジ

リアにて、行政審査に対する相互技術支援と関係緊密化に関する協力協定を締結し

た。ブラジルにおける知的財産の創出・保護・商業化を促進する目的で締結された

この協定では、両機関の見解と規則に関する交流、知的財産と反トラスト活動の間

の連携に関する検討の実施、さらに職員の育成を通じて、両機関による判断内容の

統一が図られるという成果が期待される。またこの協力関係には、Cade の決定に

おいて知的財産を対象として取り扱う可能性や、知的財産と競争保護の公共政策間

での連携促進といった戦略的意義も与えられている。 
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日付 2018 年 6 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/mdic-lanca-projeto-corregedoria-digital 

タイトル MDIC、デジタル検査局事業を発表 

要約 商工サービス省（MDIC）は 6 月 13 日、ブラジリアにて、連邦総監察省（CGU）の

支援のもと同省内デジタル監察事業を発表した。ブラジル産業財産庁（INPI）のル

イス・ピメンテル長官も発表イベントに参加した。この取組みでは、利用可能な技

術、で MDIC 内総監察局の全職員及び全活動を統合したインタラクティブな環境を

実現する。これにより、情報化され調査可能な状態の動画、音声、書類、写本、画

像といったデータを変換することで、生産性の向上を図ることができるようにな

る。この取組みは、人工知能やコグニティブコンピューティングといったリソース

を用い、検討や案件に含まれる資料作成上の生産性を大きく向上させるものである

と、MDIC のマルコス・ジョルジ大臣は説明している。 

 

日付 2018 年 6 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/inpi-participa-de-reuniao-para-discutir-cooperacao-com-
o-cnpq 

タイトル INPI、CNPq との協力関係に関する協議のための会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 6 月 13 日、全国科学技術

開発評議会（CNPq）のマリオ・ネト・ボルジェス長官との会合に臨み、両機関の協

力関係について協議した。 

 

日付 2018 年 6 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/liane-lage-e-a-nova-diretora-de-patentes-do-inpi 

タイトル リアネ・ラージェ氏が INPI の新たな特許部長に就任 

要約 6 月 14 日付の連邦官報（DOU）にて、ブラジル産業財産庁（INPI）の特許・コンピ

ュータープログラム・回路利用権部（DIRPA）の新部長に関する省令が公布され、

元特許部総コーディネーターのリアネ・ラージェ氏が就任した。 

 

日付 2018 年 6 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-cooperacao-com-o-int 

タイトル INPI、INT と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、6 月 15 日、全国技術財

団（INT）との会合に参加し、両機関の間でのイノベーション促進と人材育成に関
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する協力関係について協議した。 

 

日付 2018 年 6 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/pesquisa-do-inpi-publicada-em-revista-aborda-suficiencia-
descritiva-em-patentes 

タイトル 特許出願における記述内容の詳細度に係る INPI 調査が World Patent Information 誌に

掲載される 

要約 World Patent Information（WPI）誌に、ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの教

授及び INPI 特許部の研究者らによる論文「The role of specification in patente 

applications: A comparative study on sufficiency of disclosure」が発表された。この論文

では、世界でも最大規模の産業財産庁である欧州特許機関（EPO）、日本国特許庁

（JPO）、米国特許商標庁（USPTO）に加え、INPI における出願特許の記述内容の詳

細度に関する比較が行われ、より統一された特許の仕様がイノベーションにどのよ

うに有利に働くかについて論じている。 

 

日付 2018 年 6 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-participa-da-ii-rodada-de-negociacoes-mercosul-
canada 

タイトル INPI、メルコスル・カナダ間の第 2 回交渉ラウンドに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 11～15 日にかけてブラジリアにて開催された

メルコスル・カナダ間の自由貿易協定に関する第 2 回交渉ラウンドに参加した。初

日の午前中にはメルコスル内の会合に参加し、知的財産分野での交渉上の戦略を調

整。また 6 月 13 日まで行われた同分野の条項に関する交渉にも参加し、本年 3 月

に実施された第 1 回ラウンドでカナダ側から提示されていた質疑に対する回答が行

われた。さらに、カナダ側から提示された同条項の構成に関する提案について協議

が行われ、次の交渉ステップに関する決定も行われた。 
 

日付 2018 年 6 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/liane-lage-toma-posse-a-frente-da-diretoria-de-patentes 

タイトル リアネ・ラージェ氏、特許部長に正式就任 

要約 6 月 18 日、リアネ・ラージェ氏がブラジル産業財産庁（INPI）の特許部長に正式就

任した。就任式の席上、ルイス・ピメンテル長官は、手続きの見直し、IT インフラ

の改善、データベースの整備、職員の育成といった主な課題について触れた。リア

ネ氏は化学工学士。リオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）化学工学部で 1994 年に修

士、また 1998 年に博士号を取得している。1998 年より INPI の特許審査官を務め、

2004 年に有機化学課に異動。2011 年より現在まで、特許総合コーディネイト第一
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課長を務めていた。 

 

日付 2018 年 6 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-tem-o-primeiro-doutorado-profissional-do-brasil 

タイトル INPI、ブラジル初の職業博士課程を創設 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）に設置されていた知的財産・イノベーション学部の博

士課程は、この度、ブラジル初の職業博士課程となることになった。この学術課程

から職業課程への変更により、2013 年以来、INPI に留まらず労働市場や国内イノベ

ーションシステムの要望に応えることで複雑な課題の解決に注力してきた博士課程

は、知的財産分野の高度人材育成のリファレンスとして活動を一層強化することに

なる。 

 

日付 2018 年 6 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-sedia-seminario-dos-dialogos-setoriais-uniao-
europeia-brasil 

タイトル INPI、EU・ブラジル間の部門別対話セミナーを開催 

要約 6 月 18～20 日にかけ、ブラジル産業財産庁（INPI）本部にて、地理的表示に係るブ

ラジル法令についての研究協議セミナーが開催された。このイベントは、EU・ブラ

ジル間部門別対話の一環として開催されたもの。3 日間にわたり、法的概念と要

件、保有者（申請者）と消滅（取消）、管理、法的保護、登録後の変更の 5 つのテ

ーマについて協議が行われる。セミナーには、部門別対話のコンサルタントや技術

者に加え、商工サービス省（MDIC）、農牧畜供給省（MAPA）、世界知的所有権機

関（WIPO）、INPI、ブラジル地理統計院（IBGE）、ブラジル産業連盟（CNI）、ブ

ラジル農業連盟（CNA）、小ミクロ企業支援サービス（Sebrae）、ブラジル農牧畜

研究公社コーヒー部（ Embrapa Café）、同ワイン・葡萄部（ Embrapa Uva e 

Vinho）、ブラジルカシャッサ協会、ブラジルワイン協会、ブラジルの地理的表示

保有団体代表者が参加する。 

 

日付 2018 年 6 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 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/2018/06/19/especialistas-pedem-
investimento-em-inovacao-e-autonomia-do-inpi 

タイトル 専門家らがイノベーションへの投資と INPI の独立性確保を要請 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長は 6 月 19 日、連邦上院議会

の人権・参加型法制委員会（CDH）で行われた知的財産・経済開発に関する公聴会

に参加し、21 万 8 千件の特許が審査待ちとなっていることに加え、特許の承認に

平均約 10 年を要する現状が、イノベーションシステムへの投資不足を反映したも
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のであると説明。INPI に財政上の独立性が与えられれば、より望ましいインフラを

整備するための投資が可能となると訴えた。特許と商標の審査期間を最大 180 日ま

でに定める 2013 年付上院法案第 316 号の提出者であるパウロ・パイン上院議員

（PT 党・リオグランジドスル州選出）は、特許審査の遅滞は経済成長と雇用創出

を阻害していると述べた。同法案は上院ですでに可決され、2015 年以来下院で審

議中となっている。公共政策専門家のアントニオ・ブアイナン氏は、INPI の財政独

立性は同庁のパフォーマンス向上に不可欠であるとし、同法案への賛成意見を表明

した。 

 

日付 2018 年 6 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/julio-cesar-moreira-e-nomeado-diretor-de-administracao 

タイトル ジュリオ・モレイラ氏が総務部長に任命される 

要約 6 月 20 日付の連邦官報（DOU）にて、ブラジル産業財産庁（INPI）総務部の新部長

人事に関する省令が公布され、元特許部長のジュリオ・モレイラ氏が任命された。 

 

日付 2018 年 6 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-audiencia-publica-sobre-pi 

タイトル INPI、知的財産に関する公聴会に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部長は 6 月 19 日、ブラジリアに

て、連邦上院議会人権・参加型法制委員会の公聴会に参加した。テーマは「2015

年付法案第 3406 号に焦点を当てた産業財産と経済開発、雇用、所得」。この法案

は、INPI の収入に関する財政上の独立性を認めるものとなっている。 

 

日付 2018 年 6 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-jun-20/brahma-continuar-usar-termo-chopp-cerveja-trf 

タイトル 第 3 管区連邦地裁、Brahma が「生ビール」の用語を用い続けてよいと判断 

 

日付 2018 年 6 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/julio-cesar-moreira-assume-diretoria-de-administracao 

タイトル ジュリオ・セーザル・モレイラ氏、総務部長に正式就任 

要約 6 月 21 日、ジュリオ・モレイラ氏がブラジル産業財産庁（INPI）の総務部長に正式

就任した。就任式の席上、ルイス・ピメンテル長官は、人事、予算、財務、物流、
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入札、契約管理といった公共機関運営上の複雑かつ広範な分野を担当することによ

る立ち向かう課題の大きさについて触れた。ジュリオ・モレイラ氏は、カンピーナ

ス大学（Unicamp）石油工学の修士号、またリオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）で

化学・生化学処理技術の博士号を取得。1998 年より INPI の特許審査官を務め、

2011 年より 2018 年 6 月まで、特許部長を務めていた。 

 

日付 2018 年 6 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/cultura/mudanca-na-regulamentacao-do-audiovisual-
surpreende-presidente-da-ancine-22807529 

タイトル オーディオビジュアル規制の変更点が Ancine 長官に驚きとともに受け止められる 
 

日付 2018 年 6 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-participa-de-reuniao-sobre-o-protocolo-de-madri 

タイトル INPI、サンパウロにてマドリッド協定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・ピメンテル長官は、6 月 25 日、サンパウロ

市内のブラジル工業連盟（CNI）にて開催された工業部門評議会（Consin）に参加し

た。会合では、商標登録に関する国際協定であるマドリッド協定へのブラジルによ

る批准に関する INPI 内の準備状況について紹介された。同長官はサンパウロ州工業

連盟（FIESP）における会合にも参加。FIESP 側からは、ブラジルによる同協定への

批准に関心がある旨が改めて表明された。 

 

日付 2018 年 6 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/doutorandos-do-inpi-promovem-seminarios-sobre-
propriedade-intelectual 

タイトル 7 月 5 日、INPI の博士課程履修者らによるセミナーを開催 

要約 7 月 5 日、リオデジャネイロ市内の INPI 本部にて、「知的財産と 21 世紀のパラダ

イム」をテーマに据えた 2018 年度の知的財産・イノベーション・開発セミナーの

第 1 回（全 3 回）が開催される。同日には、特許スコープの重要性とインダストリ

ー4.0 について協議される。2017 年期の INPI アカデミー知的財産・イノベーション

博士課程プログラムを履修中の学生らが主催するもの。学生や知的財産分野のプロ

フェッショナルを対象としており、参加は無料。オンラインでの申込みを受け付け

ている。今後は、8 月 2 日に「知的財産と国内財産の保護」、8 月 16 日には「起業

家精神とビジネス戦略としての資産の保護」をそれぞれテーマとしたセミナーが予

定されている。 
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日付 2018 年 6 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/procuradora-federal-toma-posse-como-coordenadora-
geral-no-inpi 

タイトル 連邦検察官が INPI の総合コーディネーターに就任 

要約 6 月 26 日、タニア・クリスチーナ・ロペス・ヒベイロ氏が対 INPI 連邦専門検察局

の行政決定総合コーディネーターに就任した。同氏は 2018 年 5 月 28 日に、商工サ

ービス省（MDIC）省令第 927 号により、すでに任命されていたところだった。 

 

日付 2018 年 6 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-disponibiliza-acervo-digitalizado-da-revista-da-
propriedade-industrial 

タイトル INPI、知的財産官報のデジタル書庫を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、庁内手続きや手順の改善策の一環として、知的財

産官報（RPI）の初号を含む過去 1,000 号を越す刊行分について、デジタル書庫上で

公開した。これにより、IT を用いた同庁による情報提供量が増加したほか、システ

ム利用者とのインタラクティブ性の向上も実現している。特筆すべきは、同庁に 1

部ずつ文書として保管されている過去の官報がデジタル化され、それらの歴史的価

値が高まった点にある。例えば 1972 年 4 月 4 日に発行された初号からは、当時の

経済状況や技術移転制作の重要性を計り知ることができる。 

 

日付 2018 年 6 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-apresenta-planejamento-estrategico-e-acoes-na-
area-de-patentes 

タイトル INPI、特許分野での戦略計画と活動について説明 

要約 ブラジル知的財産協会（ABPI）は 6 月 26 日、リオデジャネイロ市内にて、ブラジ

ル産業財産庁（INPI）の戦略計画について学ぶための会合を開催した。同庁のルイ

ス・ピメンテル長官がこれに参加し、マドリッド協定批准への準備、同庁の財政上

の独立性の確保、審査品質の管理システムの採用、上告時の行政手続きへの支援強

化などが、注力中の活動であることが説明された。リアネ・ラージェ特許部長は、

特許部で今月実施された計画ワークショップについて説明。34 万 5 千件のデジタ

ル画像を公開するためのデータ復旧作業や、4 万件の出願特許の再区分といった活

動を紹介し、これらの取組みが特許分野で課題となっている過去の積み残し作業の

解消の一助となっていることを説明した。 
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日付 2018 年 6 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-evento-sobre-pct-na-ompi 

タイトル INPI、WIPO にて PCT に関するイベントに参加 

要約 6 月 18～22 日にかけ、スイス・ジュネーブの世界知的所有権機関（WIPO）にて、

PCT の第 11 回ワーキンググループが開催され、ブラジル産業財産庁（INPI）もこれ

に参加した。並行して BRICS 諸国の代表者会合も開催され、発展途上国の大学によ

る特許出願を奨励することを目的とした、PCT を通じで出願した際の出願料の低減

に関するブラジルの提案に関し、メンバー各国が同意する旨を確認した。 

 

日付 2018 年 6 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-apresenta-sistema-de-programa-de-computador-
para-brasscon 

タイトル INPI、BRASSCOM に対しコンピュータープログラム登録システムを紹介 

要約 6 月 26 日、サンパウロ市内にて、ブラジル情報技術・通信企業協会（BRASSCON）

の幹部や会員企業向けに、コンピュータープログラム登録電子システム（e-RPC）

が紹介された。システムの利用手順や操作上の法的安全性について説明が行われた

もの。同協会のイノベーション・デジタル化担当役員のアンドレー・エシェヴェリ

ア氏は、同システムが迅速・簡単で、低コストでの保護を実現していると評価し

た。 

 

日付 2018 年 6 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/conferencia-anpei-de-inovacao-2018-sera-em-agosto 

タイトル Anpei イノベーション会議 2018 は 8 月に開催 

要約 Anpei イノベーション会議 2018 は、国内外の専門家らを招いた講演、大企業・各機

関におけるイノベーション事例の紹介に加え、討議・ビジネスラウンド・視察とい

ったプログラムを予定して 8 月 15, 16 日の両日、リオグランジドスル州グラマード

市で開催される。本年は「価値創造の新たなテコ」をテーマに据え、近年の社会経

済状況の変化を前にしたイノベーション・エコシステムの開発・強化について協議

することを目的としている。本イベントは、ブラジル産業財産庁（INPI）が後援し

ている。 
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日付 2018 年 6 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-apresenta-prosur-proyecta-para-empresarios 

タイトル INPI、知的財産に関するミニ講座で Prosur Proyecta を紹介 

要約 6 月 28 日、リオデジャネイロ市内のブラジル産業財産庁（INPI）本部にて開催され

た「企業家向けのイノベーションと知的財産」と題したミニ講座で、デジタル・プ

ラットフォームである Prosur Proyecta Brasil の紹介が行われた。市民への知的財産

システムや INPI のサービスに関する情報提供、域内の企業家や利用者同士の情報交

換を可能とするために創設されたシステムの機能について説明が行われたもの。 

 

日付 2018 年 6 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-seminario-sobre-exportacao 

タイトル INPI、輸出に関するセミナーに参加 

要約 6 月 29 日、リオデジャネイロにて、輸出に焦点を置いた競争性に関するセミナー

が開催された。マルコス・ジョルジェ商工サービス大臣が開会の辞を述べ、またブ

ラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官も参加した。本イベントは、

ブラジル輸出投資促進庁（Apex Brasil）、リオデジャネイロ州商業協会（ACRJ）、

リオデジャネイロ州工業連盟（Firjan）の後援のもと、Globo 紙が主催したもの。 

 

日付 2018 年 6 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-visita-a-prf3-em-sao-paulo 

タイトル INPI、第 3 管区連邦地方検察局を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 29 日、サンパウロ市内の第 3 管区連邦地方検

察局（PRF3）を訪問した。 
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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。 

 

 


