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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.21（2018年 7月分） 

2018年 8月 9日発行 

日付 2018 年 7 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/07/patente-dos-eua-sobre-a-planta-jambu-e-
novo-alvo-de-noticias-falsas.shtml 

タイトル 米国で登録された植物「ジャンブー」の特許がフェイクニュースの新たな標的に 

 

日付 2018 年 7 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/justica-concede-liminar-favoravel-a-aprosoja-mt-em-acao-que-
questiona-patente-2/ 

タイトル 特許の有効性を問う訴訟で、Aprosoja-MT に有利な仮処分を裁判所が下す 

 

日付 2018 年 7 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/atendimento-telefonico-ao-usuario-esta-suspenso 

タイトル INPI、利用者向けの電話対応窓口を終了し、今後は Web 窓口にて受付 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、サービス提供に必要な業務の手順や技術的対応能

力の最適化を庁内で図るため、6 月 11 日付の通達に基づき、電話による利用者対

応を 7 月 2 日から終了している。この措置は、利用者の疑問を解消するための窓口

として Fale Conosco システムを、また出願に際しては電子申請システムの利用を求

めることにより、INPI としての統一された利用者対応を図るためのもの。これによ

り、利用者向け対応窓口は今後、①INPI のサービスに関する情報を利用者が検索す

るためのポータルサイト、②手順・技術情報・情報提供要請に関する疑問点に対す

る Web 窓口としての Fale Conosco、③告発・提案・称賛など副次的な対応のための

オンブズマン、④情報公開法に基づいて公共情報の開示申請を行なうための市民向

け情報サービス（SIC）の 4 つとなる。 
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日付 2018 年 7 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/unidade-regional-do-inpi-em-minas-gerais-tem-nova-sede 

タイトル ミナスジェライス州の INPI 支部を再開 

要約 6 月 25 日、ブラジル産業財産庁（INPI）はミナスジェライス州の地域支部の活動を

再開した。新支部は、工業職業実習サービス（SENAI）・ミナスジェライス州工業

連盟（FIEMG）のイノベーション技術センター（CIT）内に設置されており、主に商

標・特許の審査及び同州内における知的財産の普及活動を実施する。 

 

日付 2018 年 7 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/doutorandos-do-inpi-discutem-patentes-e-industria-4.0 

タイトル INPI の博士課程履修者らが、特許とインダストリー4.0 について協議 

要約 7 月 5 日、ブラジル産業財産庁（INPI）知的財産・イノベーション大学院プログラ

ムの 2017 年期博士課程履修生が主催する知的財産・イノベーション・開発に関す

る第 1 回セミナー（全 3 回）が開催された。「知的財産と 21 世紀のパラダイム」

と題された本イベントでは、特許スコープの重要性とインダストリー4.0 に関する

議論が行われた。 INPI のルイス・ピメンテル長官に加え、世界知的所有権機関

（WIPO）リオデジャネイロ事務所のジョゼー・グラッサ・アラーニャ氏もこれに

参加した。今後は、8 月 2 日に「知的財産と国内資産の保護」、8 月 16 日に「事業

化精神とビジネス戦略としての資産保護」についてのセミナーがそれぞれ開催され

る。 

 

日付 2018 年 7 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/iii-evento-internacional-de-indicacoes-geograficas-e-
marcas-coletivas-sera-em-belo-horizonte 

タイトル 第 3 回国際地理的表示・共同商標イベントはミナスジェライス州で開催 

要約 第 3 回国際地理的表示・共同商標イベントは、これら知的財産の保護と国際的な地

理的表示に関する経験交流を目的として、8 月 9～11 日にミナスジェライス州ベロ

オリゾンテ市で開催される。本イベントはブラジル産業財産庁（INPI）が主催し、

世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジル小・零細企業支援サービス（Sebrae）、フ

ランス産業財産庁、農牧畜供給省（MAPA）の協賛を得て開催される。 
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日付 2018 年 7 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/inpi-interrompe-divulgacao-de-noticias-durante-o-
periodo-eleitoral 

タイトル INPI、選挙期間中のニュース公表を中断 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 7 日より、選挙関連法令に則って、ポータルサ

イト上でのニュースの公表を中断する。同庁の Facebook、twitter、Youtube 上でも

同様の措置が取られる。その間は、必要不可欠と判断される案内・サービス提供に

関する純然たる情報や、市民の関心事項のみに限って公表が行われる。この措置

は、選挙投票日もしくはその結果次第によって決選投票日まで採られる予定であ

り、2018 年 4 月 11 日付け大統領府事務総局内特別社会通信局規則第 1 号及び 1997

年 11 月 30 日付け法令第 9504 号（選挙法）に従う。 

 

日付 2018 年 7 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/diretoria-de-patentes-faz-verificacao-de-qualidade-de-
pareceres-tecnicos 

タイトル 特許部が技術見解書の品質確認作業を実施 

要約 産業財産権の付与に要する品質と期間の最適化を図ることを目的としたブラジル産

業財産庁（INPI）の 2018～2021 年戦略目標に沿って、同庁の特許部（DIRPA）品質

グループは、INPI の一審における出願特許の技術見解書について、その適合性を公

式に確認する作業を実施した。2018 年 4 月にその第 1 フェーズが完了し、全審査

官に及ぶ 6,939 件の技術見解書の適合性に関するデータの検証を実施した。DIRPA

品質グループの報告書では、不適合となった件数と、審査官に対して管理職からフ

ィードバックを行なった後にすでに開始されている次フェーズにおけるサンプル抽

出計画が示されている。この第 2 フェーズでは、6 ヶ月の間、毎月定期的にサンプ

ルを抽出される予定で、2018 年 10 月に終了を見込んでいる。 

 

日付 2018 年 7 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/producao-do-inpi-tem-crescimento-expressivo-no-
primeiro-semestre 

タイトル INPI の処理件数、上半期に大幅な伸長を見せる 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の 2018 年上半期の処理件数は、前年同期比で大幅な伸

長を見せている。この時期の決定件数が同じ時期の需要件数を上回ったことで、審

査時間の短縮にも繋がっている。決定件数で最も伸びが大きかったのは意匠で、前

年同期の 2,355 件に対し 4,990 件と 111.9%増となった。特許に関しては、3,164 件

から 5,749 件と 81.7%、商標は 45,598 件から 85,099 件と 71.6%それぞれ伸長してい

る。この要因として、2016, 2017 年に 210 名を超える審査官の採用と、リモートワ

ークを行なっている 219 名の審査官の生産性向上が挙げられる。 
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日付 2018 年 7 月 6 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 

その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-entrega-diplomas-de-mestrado-e-doutorado 

タイトル INPI、修士・博士課程修了者に修了証を授与 

要約 創立 11 年を迎えたブラジル産業財産庁（INPI）知的財産・イノベーション・開発ア

カデミーは、7 月 5 日、修士・博士課程修了者に対する修了証の授与式を行なっ

た。式典には、同庁のルイス・ピメンテル長官が出席した。 
 

日付 2018 年 7 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/pb/paraiba/noticia/seminario-debate-pirataria-de-produtos-para-a-
saude-em-joao-pessoa.ghtml 

タイトル ジョアン・ペッソア市にて、医療用製品の模倣品に関するセミナーを開催 

 

日付 2018 年 7 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/07/com-117-anos-monsanto-coleciona-
produtos-controversos-e-acordos-na-justica.shtml 

タイトル 論争を呼ぶ製品開発と司法での合意を重ね続ける 117 年目の Monsanto 社 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=695 

タイトル ABPI 会議懇親会を Contemporâneo 8076 で開催 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=694 

タイトル 著作権に関する ABAPI 主催講習会 
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日付 2018 年 7 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://revistagloborural.globo.com/Noticias/Cultura/noticia/2018/07/cacau-e-chocolate-
festival-internacional-comeca-nesta-quarta-em-ilheus.html 

タイトル カカオ・チョコレート国際フェスティバルが 7 月 18 日にイリェウス市にて開幕 

 

日付 2018 年 7 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://revistaautoesporte.globo.com/Noticias/noticia/2018/07/honda-insight-aparece-no-
brasil-e-poderia-concorrer-com-o-prius.html 

タイトル ホンダ Insight がブラジルにも登場。Prius との競合となるか 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=696 

タイトル ABPI、WIPO 主催講習会の開始式に参加 

 

日付 2018 年 7 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/mg-sediara-encontro-internacional-sobre-indicacoes-
geograficas-e-marcas-coletivas 

タイトル 地理的表示・共同商標に関する国際会議をミナス・ジェライス州で開催 

要約 8 月 9～11 日にかけ、ミナス・ジェライス州ベロオリゾンテ市にて、第 3 回国際地

理的表示・共同商標会議が開催される。イベントでは中小企業経営者に対するビジ

ネス創出やテーマ別会合の実施を目的としたイベントで、ブラジル産業財産庁

（INPI）が小・ミクロ企業支援サービス機関（Sebrae）、農牧畜供給省（Mapa）、

世界知的所有権機関（WIPO）、フランス産業財産庁とともに主催する。 

 

日付 2018 年 7 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2018/07/18/honda-registra-patente-da-nova-
cb-1000r-no-brasil.ghtml 

タイトル ホンダ、ブラジルにて CB 1000R の新たな意匠を出願 
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日付 2018 年 7 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/norte-fluminense/noticia/2018/07/18/policia-civil-detem-10-
pessoas-e-apreende-produtos-piratas-em-campos-no-rj.ghtml 

タイトル リオデジャネイロ州カンポス・ドス・ゴイタカゼス市にて、10 名を拘束のうえ模

倣品を押収 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=697 

タイトル IPBC ラテンアメリカを 11 月にリオデジャネイロ市で開催 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=698 

タイトル Valor 紙のブラジル・イノベーション年鑑にて、特許出願数が考慮される 

 

日付 2018 年 7 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/brasil-10-sites-piratas-de-filmes-mais-
visitados-receberam-este-ano-1-bilhao-de-acessos.html 

タイトル 利用者の多い映画海賊版の 10 のサイトが、本年すでに合計 10 億アクセスを集める 
 

日付 2018 年 7 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-reune-decisoes-de-segunda-instancia-em-patentes 

タイトル INPI、特許の上訴判断に関する報告書を作成 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 23 日、特許の上訴判断に関する 2017 年度版

報告書を作成した。同庁の判断基準が運用上どのように適用されているか示すこと

を目的としたもので、知的財産官報（RPI）に公示された 480 件の上訴判断の要約

がテーマ別に掲載されている。 
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日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=699 

タイトル 医薬品及びバイオテクノロジー特許に関するワークショップ 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=700 

タイトル Bio Latin America Conference 開催案内 

 

日付 2018 年 7 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 ブラジル知的財産協会（ABPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.abpi.org.br/noticias.asp?ativo=True&linguagem=Portugu%EAs&Secao=Not%E
Dcias%20da%20ABPI&subsecao=Informativo&id=701 

タイトル LATC Global Film and Television Program 2018 の案内 

 

日付 2018 年 7 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 サイト Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/aprosoja-go-se-junta-a-acao-que-questiona-validade-da-patente-da-
intacta/ 

タイトル Aprosoja-GO、Intacta 特許の有効性を問う訴訟案件に共同参加 
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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。 

 

 


