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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.22（2018年 8月分） 

2018年 9月 10日発行 

日付 2018 年 8 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 サイト Teletime ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://teletime.com.br/01/08/2018/3-milhoes-de-caixas-piratas-de-tv-entraram-no-brasil-
no-ultimo-ano/ 

タイトル 2017 年にブラジルに持ち込まれた違法 TV セットトップボックスは 300 万台に 

 

日付 2018 年 8 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/dialogos-setoriais-discute-selo-unico-de-indicacao-
geografica 

タイトル 地理的表示の単一シールに関し業界対話で協議される 

要約 情報や経験、グッドプラクティスの交流促進を目的とした EU・ブラジル業界対話

が、8 月 1～3 日にブラジル産業財産庁（INPI）で実施されている。8 月 2 日には、

地理的表示の単一シールに関するセミナーが開催された。ポルトガルのコンサルタ

ント アナ・ソエイロ氏は、欧州域内で有効な地理的表示の単一シールの創設に関

する経験を紹介した。現在、欧州では原産地名称と地理的表示の 2 種類の公式シー

ルが使われており、欧州の法令でもこの両方の保護が規定されている。その利用是

非を選択可能なワイン・蒸留酒を除くと、農業食料産品では単一シールの利用が義

務化されている。業界対話ではさらに、地理的表示に関する下位の法規範の改正に

関しても協議された。 

 

日付 2018 年 8 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 農牧畜供給省（MAPA） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.agricultura.gov.br/noticias/valorizacao-de-produtos-a-partir-da-regiao-de-
origem-e-tema-de-evento-internacional-em-bh 

タイトル 原産地地域発の製品の価値向上がベロオリゾンテで開催される国際会合のテーマに 

要約 8 月 9、 10 日、ミナスジェライス州ベロオリゾンテ市にて、第 3 回地理的表示・共
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同商標国際会合が開催され、品質と原産地表示による製品価値の向上や、管理方

法、トレーサビリティ、技術上の課題についての協議が行われる。本イベントは、

ブラジル国内外の機関との協力により開催が実現したもので、企業家、生産者、技

術者、団体幹部が一堂に会し、地理的表示や共同商標がもたらす恩恵や、それによ

りどのように特定地域の産品の価値を向上させられるかについて協議する。チリ、

フランス、グアテマラ、モロッコ、メキシコ、ポルトガルらの専門家に加え、国内

で登録されている様々な地理的表示の保有団体の代表者も参加する。本イベントは

農牧畜供給省（MAPA）が主催し、小ミクロ企業支援サービス（Sebrae）、ブラジ

ル産業財産庁（INPI）、フランス産業財産庁、世界知的所有権機関（WIPO）が協賛

する。 

 

日付 2018 年 8 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=702 

タイトル CASD-ND、ドメイン名関連係争の調停内容の要約を公表 

 

日付 2018 年 8 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 Estadão ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.estadao.com.br/blogs/coluna-do-broad/cresce-numero-de-conflitos-de-
dominios-solucionados-fora-da-justica/ 

タイトル 司法外で解決されるドメイン係争案件の件数が増加 

 

日付 2018 年 8 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 Jornal USP ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-e-da-terra/impressora-3d-reutilizara-papel-
descartado-para-fabricar-pecas-didaticas/ 

タイトル 古紙を再利用した教材制作用 3D プリンター 

要約 サンパウロ大学（USP）サンカルロス校工学部（EESC）の機械工学科及び原料加工

工学科で教鞭をとるジウダ・デ・カストロ・シルベイラ教授が率いる研究チーム

が、古紙を原料とする 3D プリンターを開発した。このプリンターは、初等・中等

教育学校で生徒が用いる学習用教材を 3D で出力することを目的としたもの。理

科・地理・歴史の授業での模型作成の際、あるいは事務室から発生する紙くずを

3D プリンターの原料として利用できることに着目し開発に至った。低価格での製

造を可能とするため最低限の機能のみを備え、高価な部品やセンサー類を用いない

完全機械式の動作を実現している。安価なため、建築模型、地形モデル、等高線地

図等を出力するために公立学校でも購入可能とされる。試作機はすでに、USP イノ

ベーション部（Auspin）の支援のもとで特許を取得しているが、商用生産へ向けて

は接着剤を流し込む部品の製造、機械駆動部の調整、試験などの課題が残されてお

り、この計画への参加を希望する学生を必要としている。 
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日付 2018 年 8 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/audiencia-na-camara-discute-protocolo-de-madri 

タイトル 連邦下院議会、マドリッド協定についての公聴会を実施 

要約 連邦下院議会の経済・工業・商業開発委員会は、8 月 7 日、商標に関するマドリッ

ド協定への批准承認に関する公聴会を実施した。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、ブラジルには 100 万件を超える商標が登録

されており、出願数では世界 11 位となっていると説明した。また昨年来、INPI で

は同協定に対応するために庁内チームの結成や規則関係など 17 に及ぶ対応活動が

実施されていると付け加えた。この法案の緊急措置としての審議下にあり、今後は

憲法・司法委員会及び下院本会議にて採択後、上院議会での審議に進む見込み。 

 

日付 2018 年 8 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/indicacoes-geograficas-e-marcas-coletivas-sao-tema-de-
debate-internacional 

タイトル 国際会議で地理的表示及び共同商標に関し協議される 

要約 8 月 9～11 日、ベロオリゾンテ市にて、第 3 回地理的表示・共同商標国際会議が開

催された。ブラジル産業財産庁（INPI）、小ミクロ企業支援サービス（Sebrae）、

世界知的所有権機関（WIPO）、フランス産業財産庁、農牧畜供給省（Mapa）が開

催したもの。9 日には、INPI のルイス・ピメンテル長官が開会セッションに登壇

し、地理的表示の重要な要素には、その土地柄に加え、そこで育まれた文化、蓄積

された知識が含まれるとし、また生産者が単一であってもならず、特定の文化や知

識を取り巻くコミュニティの組織化が必要であることからも、Sebrae による支援が

重要であると述べた。翌 10 日の、「地理的表示の法体系」と題したラウンドテー

ブルでは、欧州での取組みを例にとり、ブラジルにおける地理的表示対象製品への

単一シール制度の創設についての協議が持たれた。会期中には、商談会や一般来場

者向けの製品展示が行われたほか、ブラジル地理的表示デジタルカタログの発表も

行われた。 

 

日付 2018 年 8 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 Isto É ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://istoe.com.br/brasil-pode-economizar-r-1-bilhao-com-generico-contra-hepatite-c/ 

タイトル ブラジル、C 型肝炎向けジェネリック医薬品で 10 億レアルを節減可能に 

 

 

 

 



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

 4 

日付 2018 年 8 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 Salão do Carro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://salaodocarro.com.br/lancamentos/toyota-registra-patente-nova-geracao-rav-4-
brasil.html 

タイトル トヨタ、ブラジルにおける新世代 RAV 4 の意匠を登録 

 

日付 2018 年 8 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/08/10/policia-apreende-r-1-milhao-
em-mercadorias-falsas-em-shopping-na-barra-da-tijuca.ghtml 

タイトル バーハ・ダ・チジューカ地区の商業施設及びサントス・ドゥモン空港にて模倣品を

押収 

 

日付 2018 年 8 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 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-ago-10/consultoria-direito-desportivo-registro-servicos-
juridicos 

タイトル スポーツ法のコンサルティング企業、法的サービス分野の登録行為を認められる 

 

日付 2018 年 8 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-ago-12/sao-paulo-congresso-internacional-pi-discutira-
inovacoes 

タイトル サンパウロで開催される国際知的財産会議でイノベーションについて協議 
 

日付 2018 年 8 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/novos-estudos-sobre-embalagens-e-geradores-eolicos-
estao-no-site 

タイトル 包装材及び風力発電機に関する研究成果を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のサイトにて、世界中で近年出願された特許内容を基

にした 2 つの研究成果が公開されている。1 つは技術トレンドを研究する「技術レ

ーダー」でテーマに包装材を取り上げている。もう 1 つは、化学成分にレアアース

を用いた磁石を利用した風力発電機の特許に関する業界研究となっている。 
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日付 2018 年 8 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/evento-destaca-temas-de-propriedade-industrial 

タイトル イベントにて産業財産に関して協議 

要約 商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジ大臣は、8 月 15 日、リオデジャネ

イロ市内で開催された全国通商会合（Enaex）に参加し、ブラジル産業財産庁

（INPI）の生産性向上に関して強調した。同庁のルイス・ピメンテル長官もこれに

参加している。生産性の向上に関し、特許分野では 2018 年 1～6 月の承認数が前年

同期の 3,164 件から 5,749 件へと 81.7%増加。また商標では、49,598 件から 85,099

件と 71.6%の増加を見せ、出願から 18 ヶ月以内の審査処理を実現したことでマド

リッド協定参加への道が開ける結果となった。同大臣はイベントの席上、ブラジル

政府の通商統計オンライン検索システムである Aliceweb を置き換える ComexStat の

発表を行なった。 

 

日付 2018 年 8 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-do-8o-prospect-i 

タイトル INPI、第 8 回 ProspeCT&I 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、8 月 16 日、アラゴアス

州マセイオ市で行われた第 8 回イノベーションのための知的財産・技術移転修士プ

ログラム国際会議（ProspecCT&I）に参加した。開会の辞で、同長官は国の成長戦略

上特許が必要不可欠であることを強調。その上で、技術に基づいて国際市場向けの

製品開発に投資をしたい企業にとって、特許書類は重要な情報を提供するものであ

ると説明した。 

 

日付 2018 年 8 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/economia/defesa-do-consumidor/saiba-como-identificar-um-
produto-pirata-22980927 

タイトル どうやったら模倣品を見分けられるのか 

  

日付 2018 年 8 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/Empreendedorismo/noticia/2018/08/executivas-e-
empreendedoras-dao-dicas-de-como-inovar-nos-negocios.html 

タイトル 経営者・起業家らが与える、ビジネスでイノベーションをどう起こすかのヒント 
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日付 2018 年 8 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/reuniao-do-ibepi-discute-comunicacao-e-revisao-de-acoes 

タイトル IBEPI 会合で広報活動と活動の見直しについて協議 

要約 イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）の政府間評議会の会合が、8 月 19

日、サンパウロ市内にて、同プログラムの会長を務めているブラジル産業財産庁

（INPI）のルイス・ピメンテル長官の調整のもと開催された。この会合には、アル

ゼンチン、エクアドル、スペイン、グアテマラ、メキシコ、パラグアイ、ペルー、

ドミニカ共和国、ウルグアイの産業財産庁の代表者らが参加。またオブザーバーと

してチリ及びエルサルバドルの産業財産庁も参加した。会合では、広報活動を担当

する機関を選定した広報委員会から活動報告が行われたほか、IBEPI の主要活動の

見直しについても決定され、次回 9 月の評議会会合で詳細を協議することになって

いる。 

 

日付 2018 年 8 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/reuniao-do-prosur-debate-avancos-do-projeto 

タイトル PROSUR 会合にてプロジェクトの進捗について協議 

要約 ラテンアメリカ産業財産協力プログラム（PROSUR）の運営委員会が、8 月 19 日、

サンパウロ市内にて開催された。PROSUR の現会長であるエルサルバドル国立登録

センターのロジェリオ・カナレス長官が議長を務め、ブラジル産業財産庁（INPI）

のルイス・ピメンテル長官に加え、アルゼンチン、チリ、コスタリカ、エクアド

ル、グアテマラ、パラグアイ、ペルー、ドミニカ共和国、ウルグアイの産業財産庁

の代表者らも出席した。会合では、共通データベース、域内共通様式を用いた商標

分野での協力、発明者表彰制度の開始、デジタルマーケティング活動、PROSUR 内

PPH について協議されたほか、ブロックチェーンや人工知能の影響についても話し

合われた。 

 

日付 2018 年 8 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-da-abertura-de-congresso-sobre-
propriedade-intelectual 

タイトル INPI、知的財産会合の開会式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 8 月 21 日、サンパウロ市

内にて開催された第 38 回ブラジル知的財産協会（ABPI）会議の開会式に参加し

た。同長官は、過去 2 年間における新規職員の採用や生産性の向上について説明。

講演を行なった連邦最高裁判所（STF）のルイス・ロベルト・バホーゾ長官は、経

済分野における技術革新とイノベーション・産業財産の重要性について触れ、INPI

の運営改善に投資を行なうよう求めた。バイオプリンティングの研究者であるタシ

アナ・ペレイラ審査官も講演を行ない、がん分野での治療の試験・改良を行なうた
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めの細胞や組織の 3D プリンティングが可能となっていることを紹介。投資を奨励

し科学技術研究の維持する上での産業財産の重要性と、特許承認に要する期間を短

縮する必要性を訴えた。 

 

日付 2018 年 8 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/debate-discute-adesao-brasileira-ao-protocolo-de-madri 

タイトル マドリッド協定へのブラジルの批准に関し協議 

要約 8 月 21 日までサンパウロ市内で開催されている第 38 回ブラジル知的財産協会

（ABPI）会議の 2 日目には、ブラジルによるマドリッド協定への批准の可能性が協

議のテーマとなった。世界知的所有権機関（WIPO）ブラジル事務所のジョゼー・

グラッサ・アラーニャ氏は、商標制度運営の簡易性と経済性といった利点を紹介。

ブラジル産業財産庁（INPI）のアンドレー・バロウシャー商標・意匠・地理的表示

部長は、現在の商標審査に要する期間は 18 ヶ月間であるが、年内にも 12 ヶ月間に

達する見込みであるとした。また、INPI 内部でも同協定に適応するための取組みを

実施中であることを説明したほか、協定で定められている権利と義務の整合はブラ

ジルが批准する上では問題とはならないことを明らかにした。商工サービス省

（MDIC）のラファエル・モレイラ イノベーション・新ビジネス局長は、マドリッ

ド協定への批准を年内にも完了する見込みであることに加え、特許手続上の微生物

の寄託の国際承認に関するブダペスト条約への批准についても進展の見通しがある

とした。 

 

日付 2018 年 8 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/patentes-farmaceuticas-sao-tema-de-debate-em-sao-
paulo 

タイトル 医薬品特許がサンパウロでの協議のテーマに 

要約 サンパウロ市内で開催されている第 38 回ブラジル知的財産協会（ABPI）会議は、8

月 21 日に 3 日目を迎え、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・回路利用権部長のリアネ・ラージェ部長が、医薬品の出願特許の審査に関

する INPI・国家衛生監督庁（ANVISA）間の連携に関する討議に参加した。同氏は、

医薬品特許の審査における両庁の管轄範囲を定めた 2017 年の両庁共同省令の制定

後の成果について発表。18 年間に及んだデッドロック問題に終止符を打ち、医薬

品特許の審査の正常化と Anvisa 内での審査期間の短縮をもたらしたと説明した。

Anvisa のモニカ・カエターノ知的財産コーディネイターは、本件に関する庁内規則

の変遷について紹介し、また産業財産、医薬品特許、公共医療に関する幅広い議論

が重要であると述べた。 
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日付 2018 年 8 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/paises-iberoamericanos-discutem-otimizacao-do-sistema-
de-pi 

タイトル イベロアメリカ諸国、知的財産システムの最適化について協議 

要約 サンパウロ市内で開催されている、第 38 回ブラジル知的財産協会（ABPI）会議の 3

日目に当たる 8 月 21 日には、特許やその他の知的財産の審査に関する経験交流を

目的としたイベロアメリカ 10 ヶ国の産業財産庁による討議が行われた。ブラジル

産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官に加え、エクアドル、アルゼンチ

ン、スペイン、パラグアイ、チリ、メキシコ、ドミニカ共和国、エルサルバドル、

グアテマラの産業財産庁からそれぞれの代表者がこれに参加。各庁が知的財産シス

テムの最適化のために取り入れている方策として、財政の独立性、手続きの簡素

化、PPH、外部専門家の支援、人工知能など新たなデジタルツールの利用が挙げら

れた。各庁の代表者らはさらに、会期中にそれぞれの組織や役割に関する紹介も行

った。 

 

日付 2018 年 8 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 Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/negocios/dino/startup-desenvolve-sistema-para-combater-
plagio-e-pirataria/ 

タイトル 盗作・模倣行為を防止するためのシステムを開発したスタートアップ 

 

日付 2018 年 8 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/carros/motos/noticia/2018/08/21/honda-registra-patente-da-nova-
cb-300r-no-brasil.ghtml 

タイトル ホンダ、ブラジルで新型 CB 300R の意匠を登録 

 

日付 2018 年 8 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2018/08/22/comerciantes-sao-autuados-apos-
acao-de-combate-a-pirataria-em-joao-pessoa.ghtml 

タイトル ジョアン・ペッソアにて模倣品撲滅活動を展開し、販売店主らを摘発 
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日付 2018 年 8 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/secretaria-de-inovacao-realiza-visita-ao-inpi 

タイトル MDIV イノベーション局、INPI を訪問 

要約 商工サービス省（MDIC）のラファエル・モレイラ イノベーション・新ビジネス局

長らが 8 月 23 日、ブラジル産業財産庁（INPI）を訪問した。その際同局長は、民間

部門との対話では産業財産が必ず重要なテーマとして挙げられるとし、マドリッド

協定、ブダペスト条約、INPI の改革・財政の独立性確保が現在も同省の重要テーマ

として挙げられていることを説明した。これに対し INPI のルイス・ピメンテル長官

は、特許バックログの解決策を探し続けてきたが、この 2 年間でようやく審査中の

出願特許件数の減少を見ることができたと述べ、今後の課題としてデータベースの

整理、全書類のデジタル化、審査官の増員、上訴審査部門の強化などを挙げた。

MDIC の代表者らは、INPI の活動や事業内容に対する理解を深めるため、23, 24 日の

両日にわたり同庁の様々な部門との会合を行なった。 

 

日付 2018 年 8 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/gai-apresenta-resultados-em-reuniao-publica 

タイトル GAI、公開会議にて成果を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と国家衛生監督庁（Anvisa）による共同省令公布後の

医薬品の出願特許の審査の進展状況に関する分析を行なっていた庁間連携グループ

（GAI）は、8 月 23 日、INPI 本部にて、6 ヶ月間にわたる作業の成果を発表するた

めの公開会議を行なった。これは 6 か月毎に開催される会議の第 7 回目にあたるも

ので、次回は 2019 年 3 月 21 日に行われる予定。INPI の特許総合コーディネイター

代行のフラヴィア・トリゲイロ氏は、GAI の活動について紹介し、その中で INPI の

ポータルサイトへの特設エリアの開設や活動スケジュールについて説明した。共同

活動としては、両庁間のオンライン出願フローの最適化が実現したことに加え、

Anvisa による事前了承の必要がある特許書類の評価が行われたとした。Anvisa のモ

ニカ・フォンテス・カエターノ知的財産コーディネイターは、自庁の審査基準及び

INPI の審査に対する補助的意見の送信基準に関する GAI としての協議の成果を紹介

した。 
 

日付 2018 年 8 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-e-cade-discutem-atuacao-conjunta 

タイトル INPI、Cade との共同活動について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 27 日、経済防衛行政審議会（Cade）との会合を

開き、同庁の主要な活動内容を紹介した。この会合は、本年 6 月に締結された技術

協力協定に基づき、両機関の連携を高める目的で開催したもの。Cade のアレシャ

ンドレ・バヘット・デ・ソウザ長官は、国際会議における知的財産権の議論の重要
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性は増してきており、本協定は公正競争の確保と知的財産の保護の関係性について

両機関が一層理解を深める上で重要であると述べた。この協定では、両機関による

知識・データ・技術資料の交流、知的財産とアンチトラストに関する研究の実施、

両庁職員の育成のためのイベントの開催などが盛り込まれている。 

 

日付 2018 年 8 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-concede-indicacao-geografica-a-banana-de-corupa 

タイトル INPI、コルパー産バナナに対し地理的表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、8 月 28 日、サンタカタリーナ州北部のコルパー地

域産バナナに対し、原産地名称としての地理的表示を付与した。知的財産官報第

2,486 号に公示されたもの。地理的表示は、コルパー地域バナナ生産者協会

（Asbanco）に対して与えられた。対象地域は、コルパー地域の 4 つの自治体にま

たがる 857.3km2 で、ここではカヴェンディッシュと呼ばれる他種よりも糖分が高

く酸性度が低いバナナが生産されている。同地域の数多くの家族農家は、気候や農

作物の特徴に限らず、ノウハウや伝統・地域文化によっても特徴づけられた、独特

で他に見られない環境で実施されているバナナ栽培による恩恵を享受している。 

 

日付 2018 年 8 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/divulgacao-no-periodo-eleitoral-tem-normas-atualizadas 

タイトル 選挙期間中の広報規則が改正される 

要約 大統領府総務局社会広報特別局（SECOM）は、選挙期間における連邦政府の広報規

則を定めた 2018 年付細則第 5 号を公布した。これは 2018 年付細則 1 号を改めるも

ので、「選挙状況下であることへの言及や公的機関職員の氏名を挙げることを避け

たうえで、政府の活動内容を知識として市民に提供する報道的情報に限定するとい

う留意点を踏まえたうえで」、政府機関が運営する電子システム上にコンテンツを

掲載することを認めている。ブラジル産業財産庁（INPI）は選挙期間の終了までの

間、この規則に則って同庁の活動に関する広報活動を行なう。 

 

日付 2018 年 8 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2018/08/29/inpa-sedia-vii-congresso-de-
diversidade-microbiana-da-amazonia.ghtml 

タイトル INPA、第 7 回アマゾニア微生物多様性会議を開催 
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日付 2018 年 8 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/sistemas-eletronicos-estao-indisponiveis 

タイトル 電子システムが利用不可能状態に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の電子申請システムが 8 月 23 日から利用不可能な状態

となっている。この間に利用不可能とあった手続きに関しては、期限延長の措置を

取る。システムの復旧情報については適宜通知する。 

 

日付 2018 年 8 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-promove-workshop-com-unidades-regionais 

タイトル INPI、地域支部とワークショップを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、8 月 30～31 日、第 2 回地域支部ワークショップを

リオデジャネイロ市内の同庁本部にて開催した。この会合では、戦略計画、協力活

動、サービス対応方法、人材教育について、全支部の代表者が参加し協議が行われ

た。ルイス・ピメンテル長官は、ブラジル産業開発庁（ABDI）との間で今年締結さ

れた協定に沿った IT インフラ強化の取組みが進んでおり、これにより地域支部の活

動状況の改善がもたらされると説明。またフェリペ・オリベイラ イノベーション普

及総合コーディネイターは、審査拠点となった出身地の支部に異動した審査官らに

は平均 30%程度の生産性向上が見られることから、審査活動の地域分散戦略が良好

な結果に結びついていると説明した。 

 

日付 2018 年 8 月 31 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/esclarecimento-sobre-falha-nos-sistemas-eletronicos-do-
inpi 

タイトル INPI の電子システムの障害に関する説明 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の電子システムで発生していた技術トラブルは、8 月

23 日に発生し同 31 日午後に復旧する予定である。本件に関する状況は次の通り：

8 月 22 日 18:45 から 8 月 23 日 16:22 の間に行なわれた連邦政府納付票（GRU）の

支払い、新規利用者登録、登録情報の更新がシステムで受け付けられなかったた

め、このうちこの間に行なわれた GRU の手続きに関しては今後数日間にかけデー

タ復旧する。新規利用者登録と登録情報の更新手続きは、再度行なう必要がある。

その間の出願手続きについては、検索システム Busca Web への反映は GRU の復旧

に合わせて数日程度を要する見込みである。また、8 月 23 日 16:22～22:15 にかけ

ても、上記のトラブルにより受領証の発行が行われなかった。INPI は利用者に混乱

を招いた点を謝罪するとともに、かかるトラブルが今後発生しないよう必要な対策

を講じる。また 8 月 23～31 日が期限とされていた手続きについては、期限延長措

置を取る。 
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日付 2018 年 8 月 31 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/sistemas-eletronicos-do-inpi-estao-normalizados 

タイトル INPI の電子システムが復旧 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、8 月 23～31 日の間に発生していた電子システム障

害から復旧したことを通知する。期限延長措置を取り、8 月 23～31 日の間に期限

が定められていた INPI に対する諸手続きについては、9 月 10 日までの実施を認め

る。8 月 22 日 18:45～8 月 23 日 16:22 の間に行なわれた連邦政府納付票（GRU）の

支払い及び出願手続きに関しては、それぞれデータ復旧が行われる。8 月 23 日

16:22～22:15 に行なわれた出願手続きは、手続き自体が完了していなかったため再

度出願を行なう必要がある。新規利用者登録、登録情報の更新手続きは再度利用者

の手で行う必要がある。 また GRU を生成したものの支払いを行なっていない場合

は再度 GRU の生成が必要。一方で GRU の生成後、支払いを完了したが受領証を受

け取っていない場合には、新たな GRU を生成し再度支払いを行なった後に払戻し

を申請するか、もしくは当該 GRU のデータ復旧を待ち受領証の発行を行なうかの

どちらかを選択可能。 

 

 

 

 

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
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