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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.23（2018年 9月分） 

2018年 10月 3 日発行 

日付 2018 年 9 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/orientacao-aos-usuarios-sobre-funcionamento-dos-
sistemas-eletronicos 

タイトル 電子システムの障害に関する利用者向け案内 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の電子システムは 8 月 31 日に障害から復旧している

が、9 月 3 日（月）には、その影響で普段よりも多めのアクセスがあり、通常より

も手続きに時間を要するケースが見られる。ただしこの遅滞に関しては、2017 年

付決議第 178 号に規定された期限延長の条件であるシステム利用不可の状態にあた

るとは見なされない。本日 9 月 4 日は知的財産官報（RPI）が公布される日である

ためシステムの反応が遅くなることが想定されるが、技術部門は十分なパフォーマ

ンスが保たれるよう、終日にわたり最大限の努力を続ける意向である。なお、シス

テム障害のあった 8 月 23～31 日の間に期限を迎えた手続きに関しては、先週告知

されたように、9 月 10 日まで期限が延長されている。 

 

日付 2018 年 9 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/inpi-e-unirio-estabelecem-cooperacao-academica 

タイトル INPI、UNIRIO と学術面での協力協定を締結 

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

邦大学（UNIRIO）のルイス・ペドロ・サン・ジル・ジュトゥカ学長は、9 月 3 日、

協力協定を締結した。この協定の活動計画には、UNIRIO の最新技術分野の専門家

らによる INPI 審査官らの育成、学内での知的財産文化の広報が盛り込まれている。

さらに、UNIRIO の公共政策修士プログラムと INPI 知的財産・イノベーション修

士・職業博士プログラムの教授団・学生団の交流を通じた統合もこれに含まれてい

る。 
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日付 2018 年 9 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/28a-conferencia-anprotec-debate-papel-dos-ambientes-
de-inovacao-no-agronegocio 

タイトル 第 28 回 Anprotec 会議、農業分野のイノベーション環境の役割について協議 

要約 9 月 17～20 日、ゴイアス州ゴイアニア市にて第 28 回 Anprotec 会議が開催される。

今回は「農業：ビジネス、技術そしてイノベーション」をテーマとして、2017 年

に 1,899 億レアルと、全国平均の 13％よりもはるかに高い 21.5％の伸長を見せた同

州の州内総生産の拡大を牽引する農業分野に焦点を置いて開催される。会期中は、

ミニ講習、ワークショップ、フォーラム、講演、セッション、視察など、農業分野

に応用可能な革新的で事業家精神に富んだグッドプラクティスに関する質の高い協

議のための様々な企画が用意されている。この会議の目的は技術財団、インキュベ

ーター、アクセラレータ、スタートアップ、大学、研究機関などイノベーション・

エコシステムの多様なプレーヤーによる経験交流の場を提供することにある。ブラ

ジル産業財産庁（INPI）も後援している。 

 

日付 2018 年 9 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-inicia-nova-fase-do-projeto-piloto-pph-com-o-prosur 

タイトル INPI、Prosur と共同審査の新フェーズを開始 

要約 Prosur の PPH 共同審査パイロット事業は、9 月 4 日に公布された知的財産官報

（RPI）第 2487 号に 2018 年付け決議第 224 号が公示されたことから、その第 2 フ

ェーズを開始した。PPH-PROSUR は優先審査の仕組みで、Prosur 加盟国の産業財産

庁に登録された特許の審査結果をブラジル産業財産庁（INPI）に提出することによ

り参加が可能である。同じ特許ファミリーの出願特許でも特許化は可能と判断され

る。Prosur は、知的財産分野で南米 9 か国が参加する共同事業で、アルゼンチン、

ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、パラグアイ、ペルー、ウ

ルグアイが加盟している。 

 

日付 2018 年 9 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-e-cnpq-assinam-acordo-com-foco-na-formacao-e-
capacitacao-de-examinadores 

タイトル INPI、CNPq と審査官育成に焦点を当てた協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官と、全国科学技術開発評議

会（CNPq）のマリオ・ネト・ボルジェス長官は 9 月 5 日、ブラジリアにて、両機

関間の協力協定に締結した。この協定は、知的財産権の審査官の育成活動の実施に

焦点を当てたもので、INPI 審査官と大学等の研究機関の研究員らの緊密化を図る。

またこの協定は、科学技術機関との協力のもと、INPI の知的財産権登録及び出願特

許の審査能力の拡大を目指すパイロット事業を実施するための基礎ともなる。 
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日付 2018 年 9 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-amplia-ate-14-de-setembro-o-prazo-para-usuarios-
impactados-pela-falha-nos-sistemas 

タイトル INPI、システム障害で影響を受けた利用者向けに 9 月 14 日に期限を延長 

要約 8 月 23～31 日の間にブラジル産業財産庁（INPI）のシステム障害で影響を受けた利

用者を対象として、同庁は 9 月 5 日、2018 年付け決議第 225 号を公布した。この

決議では、この期間に期限を迎えた手続きについて 9 月 14 日まで締切を延長して

いる。当初、この期限は 9 月 10 日までと規定されていた。 

 

日付 2018 年 9 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://kogut.oglobo.globo.com/noticias-da-tv/critica/noticia/2018/09/series-demoram-
estrear-no-brasil-e-pirataria-faz-festa.html 

タイトル ドラマシリーズのブラジルでの公開が遅れ、海賊版サイトが湧き立つ 

 

日付 2018 年 9 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/brasil-e-europa-realizam-evento-sobre-propriedade-
intelectual-para-pequenas-empresas 

タイトル ブラジル、中小企業を対象とした知的財産に関するイベントを欧州と共催 

要約 今日の経済状況下では、企業が競争力を確保するには中小企業にあってもイノベー

ションや知的財産は欠かせない経営要素となっている。本テーマに関する企業部門

との協議を目的として、9 月 13 日、サンパウロ州工業連盟（FIESP）にてセミナー

「イノベーション、ビジネス、知的財産：ブラジルから欧州へ」が開催される。本

イベントは、FIESP、サンパウロ州工業センター（CIESP）、ブラジル産業財産庁

（INPI）、欧州諸国とラテンアメリカ諸国間の知的財産分野における協力強化を目

的とした IP Key América Latina 事業による共催となる。 

 

日付 2018 年 9 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/nota-oficial-sobre-reportagem-da-folha-de-s-paulo 

タイトル フォーリャ・デ・サンパウロ紙の報道に関する公式見解 

要約 「巨額資金をめぐり、C 型肝炎ジェネリック医薬品を無効にしようと働きかける製

薬業界」と題された報道について、ブラジル産業財産庁（INPI）は管轄機関とし

て、高度に専門的な職員とともに極めて厳格かつ技術的な基準に従い、適用法令に

則った業務を遂行しており、特許の承認決定に際し外部の影響を受けることは一切
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ない。特許の審査過程においては審査官による最初の見解が最終的なものであると

は限らず、出願者による不服審査の請求や第三者による異議申立てによって判断が

改められることがある。ソフォスブビルに関連した特許についても、同様に法令に

則った通常の手続きに沿っており、現在は審査の最終段階にある。 

 

日付 2018 年 9 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/conselho-de-saude-critica-tentativa-
de-barrar-generico-para-hepatite-c.shtml 

タイトル 医療評議会、C 型肝炎向けジェネリック医薬品の認可に対する妨害行為を批判 

 

日付 2018 年 9 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/brasil-passa-a-reconhecer-tequila-como-indicacao-
geografica 

タイトル ブラジル、テキーラを地理的表示として認知 

要約 連邦議会は 9 月 11 日、カシャッサとテキーラを地理的表示として相互認知する旨

を定めたブラジル・メキシコ間で締結されていた協定を、2018 年付立法府令第 154

号にて承認し、これを公布した。この協定は 2016 年 7 月 25 日にメキシコシティに

て両国により締結されていたもの。メキシコでは、同国が国内法化した 2017 年よ

り、カシャッサが地理的表示として保護されている。 

 

日付 2018 年 9 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-evento-sobre-pi-para-pequenas-
empresas 

タイトル INPI、中小企業向けの知的財産イベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 13 日、サンパウロにて、「イノベーション、ビ

ジネス、知的財産：ブラジルから欧州へ」と題したセミナーに参加した。中小企業

を含めた企業の競争力を確保するための経営要素である知的財産権の重要性につい

て議論する目的で開催されたもの。イベントは、サンパウロ州工業連盟（FIESP）、

サンパウロ州工業センター（CIESP）、ブラジル産業財産庁（INPI）、欧州諸国とラ

テンアメリカ諸国間の知的財産分野における協力強化を目的とした IP Key América 

Latina 事業により共催された。INPI のルイス・ピメンテル長官は、開会セッション

と、中小企業に焦点を当てた知的財産権に関するパネルに参加した。 
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日付 2018 年 9 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-reitera-compromisso-com-usuarios-quanto-ao-
periodo-de-falha-nos-sistemas 

タイトル INPI のシステム障害に係る利用者保護について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、8 月 23～31 日の間のシステム障害及び 9 月 1～3

日の間にもシステムが不安定であったことを鑑み、改めて、利用者に対して損害を

与えないよう手立てをとることをここに約束する。INPI はすでに公表しているよう

に、この期間に期限を迎えた手続きについては 9 月 14 日まで締切りを延長する。

また 8 月 22 日 18:45～8 月 23 日 22:15 の間に生成され、支払いが行われたもののシ

ステムで認識されていない連邦徴収票（GRU）に関しては、システム上でのそれら

の再認識が完了し利用可能となった後、通知を行なう。この場合、通知の翌日から

10 日間は当該 GRU を用いた手続きが可能となる。本件に関し INPI に対して行われ

る手続きについては、近日中に別途細則を定める予定である。 

 

日付 2018 年 9 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2018/09/16/fiocruz-quer-fim-
da-patente-contra-hepatite-c-que-custa-r-13-bi-ao-sus.htm 

タイトル Fiocruz 財団、C 型肝炎治療薬の特許無効を求める：SUS は巨額の経費節減が可能に 

 

日付 2018 年 9 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-e-inova-unicamp-estudam-acordo-de-cooperacao-
tecnica 

タイトル INPI、Inova Unicamp との技術協力協定を検討 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 17 日、カンピーナス州立大学 Inova Unicamp の

代表者らの訪問を受け、両機関の間での技術協力協定の締結可能性について協議し

た。INPI からは、ルイス・ピメンテル長官が会合に参加した。 

 

日付 2018 年 9 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-escritorios-de-pi-do-japao-e-coreia-do-sul 

タイトル INPI、日本及び韓国の特許庁を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア副長官及びジエゴ・ムスコッフィ特

許審査官は、9 月 13～18 日の間、商工サービス省（MDIC）及びブラジル産業開発

庁（ABDI）の日本・韓国公式訪問ミッションに参加した。INPI 代表団は日本特許庁
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の訪問に際し、両国間の技術協力協定、中でも特に 2019 年 3 月まで実施されてい

る日伯 PPH パイロットプロジェクトについての協議を行なった。また、日本の国内

外の特許文献の先行技術検索サービスを提供する工業所有権協力センター（IPCC）

と、横浜市の日産自動車の工場を視察した。韓国では、覚書の締結を検討中の韓国

特許庁（KIPO）、サムスンイノベーション博物館、韓国のシリコンバレーと呼ばれ

るパンギョを訪問した。 

 

日付 2018 年 9 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-participa-de-evento-sobre-patentes-e-inovacao 

タイトル INPI、特許とイノベーションに関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、9 月 18 日、リオデジャネイロ市内で開催された第

9 回特許・イノベーション・開発国際セミナー（SIPID）に参加した。本セミナーは

ブラジルファインケミカル・バイオテクノロジー専門領域産業協会（Abifina）が主

催したもので、「ブラジルにおける知的財産－見通しと戦略」がテーマとなった。

開会式にて、INPI のルイス・ピメンテル長官は、意匠、コンピュータープログラ

ム、商標出願（現時点での審査期間は 14 ヶ月）のバックログが実質的に解消され

た最近の成果を紹介。特許バックログも減少しているものの、この減少ペースを早

めるために INPI が商工サービス省（MDIC）と対策を協議しているとも述べた。ま

た、出願件数の 10％を占める化学・製薬分野の特許審査の迅速化を実現している

国家衛生監督庁（ANVISA）との協定に関連し、INPI と ANVISA は共同で第 3 回デニ

ス・バルボーザ知的財産賞に表彰された。 

 

日付 2018 年 9 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2018/09/governo-libera-remedio-para-hepatite-
c-de-americana-e-trava-generico-mais-barato.shtml 

タイトル 政府、米国の C 型肝炎治療薬の特許を認め、低価格ジェネリック医薬品を実現させ

ず 

 

日付 2018 年 9 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/associacao-de-industria-japonesa-visita-o-inpi 

タイトル 日本の産業団体が INPI を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 18 日、ビジネス機械・情報システム産業協会

（JBMIA）代表者らの訪問を受け、日本のビジネス機器・情報システムメーカーら

が実施している活動の紹介を受けた。JBMIA は現在、知的財産分野での経験交流や

協議を目的として、様々な国の産業財産庁への訪問を毎年行なっている。 
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日付 2018 年 9 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/brasil/5863261/acao-do-governo-e-criticada-em-disputa-por-
patente 

タイトル 特許をめぐる政府の対応に批判 

 

日付 2018 年 9 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-set-20/stj-decide-gradiente-nao-exclusividade-marca-
iphone 

タイトル 高等司法裁判所、Gradiente 社は商標 Iphone の独占利用権を有しないと判断 

 

日付 2018 年 9 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/cotidiano/2018/09/ministro-e-convocado-para-explicar-
patente-que-barra-generico-contra-hepatite-c.shtml 

タイトル C 型肝炎ジェネリック医薬品の実現を阻止した特許の説明を求め、大臣が召喚され

る 

 

日付 2018 年 9 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-edita-resolucao-sobre-grus-emitidas-entre-22-e-23-08 

タイトル INPI、8 月 22・23 日に発行された連邦徴収票に関する決議を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 20 日、2018 年付け決議第 226 号を公布した。

この決議は 8 月 22 日 18:45～8 月 23 日 22:15 に発行され、支払済であるもののシス

テム障害により利用不可能となっている連邦徴収票（GRU）の取扱いに関するも

の。これに該当する利用者は、知的財産官報（RPI）における本決議の公布から起

算して 10 日間の間に、対象の GRU を用いて INPI に対する手続きを行なうことがで

きる。 
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日付 2018 年 9 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/delegacao-brasileira-participa-da-58a-assembleia-da-ompi 

タイトル ブラジル代表団、第 58 回 WIPO 総会に参加 

要約 9 月 23 日～10 月 4 日にかけ、スイス・ジュネーブにて第 58 回世界知的所有権機関

（WIPO）総会が開催され、世界 191 の加盟国により知的財産分野の主要テーマに

ついて協議が行われる。同時に、産業財産庁間の協力に関する会議も並行して行わ

れる。ブラジル産業財産庁（INPI）は、ルイス・ピメンテル長官を代表とした訪問

団で参加。9 月 24 日には、医薬品普及のためのパテントプール（MPP）との協力協

定を締結した。MPP は国連の支援を受け公共医療分野で活動する財団で、発展途上

国における医薬品に関連する特許に関するデータベースを整備している。INPI は今

後、同財団が作成するリストに含まれる特許の出願状況に関する情報を毎年提供す

る。同日にはさらにチリ、英国、シンガポールの産業財産庁との会合を実施。チリ

産業財産庁（INAPI）とはマドリッド協定に批准するための準備経験の交流、地理的

表示における同国の原産地ラベル・プログラム、ブラジル・チリ間自由貿易協定に

おける知的財産の取り決めについて協議した。英国知的財産庁（UKIPO）とは、人

材・テレワークの成果管理用ベンチマーク、バックログやマドリッド協定への対

応、PPH パイロット事業の促進、Prosperity Fund 事業について協議。またシンガポ

ール知的財産庁（IPOS）とは、PPH パイロット事業締結へ向けた交渉、知的財産・

イノベーション分野におけるメルコスル・シンガポール間協定の利用について話し

合った。 

 

日付 2018 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2018/09/24/justica-do-distrito-federal-
anula-patente-de-remedio-contra-hepatite-c-no-pais.ghtml 

タイトル ブラジリア連邦区裁判所、C 型肝炎治療薬の特許を無効に 

 

日付 2018 年 9 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/abertas-inscricoes-para-curso-de-propriedade-intelectual-
a-distancia 

タイトル 知的財産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）の協力の下で実施する

2018 年度の第 4 回知的財産遠隔総合講習（DL 101P BR）への申込みが、10 月 10 日

まで受付中である。著作権、特許、商標、地理的表示、意匠、新種苗の保護、不公

正な競争、IT、技術移転契約、国際条約など、ブラジル法令に即した知的財産に関

連する広範なテーマに関する 75 時間のオンライン講習で、受講料は無料。期間は

10 月 16 日～12 月 14 日で、12 月 9～11 日の間に修了試験が行われる。 
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日付 2018 年 9 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-discute-cooperacao-com-organizacoes-na-
assembleia-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会にて国際協力活動について協議 

要約 第 58 回世界知的所有権機関（WIPO）総会の 2 日目にあたる 9 月 25 日、ブラジル

産業財産庁（INPI）訪問団はスイス・ジュネーブにて、6 つの国や地域の機関との

会合を行なった。韓国特許庁（KIPO）とは、PPH パイロット事業を通じた協力の可

能性を含む両庁間の覚書の締結について協議。ニュージーランド知的財産庁

（IPONZ）とは、ISO 9001:2015 の認証を受けている同庁との品質管理に関する経験

交流が行われた。アフリカ知的財産権機関（OAPI）とは、知的財産分野での両機関

共通の関心事に関し協議。欧州特許庁（EPO）とは両機関の協力覚書の締結可能性

に加え、INPI が活動目標を達成するために EPO とのどのような経験共有が可能であ

るか話し合われた。BRICS 諸国の産業財産庁との会合では、ブラジル・ロシア・イ

ンド・中国・南アフリカの 5 か国からなるフォーラムの活動の進捗状況及び 2019

年の活動予定について協議され、特許分野で INPI が実施する事業の承認も行われ

た。キルギス知的財産庁（KYRGYZPatent）とは、伝統的知識、ブロックチェーン技

術に基づく特許データバンク、マドリッド協定に関する経験交流が行われた。 

 

日付 2018 年 9 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-se-reune-com-escritorios-e-organizacoes-durante-a-
assembleia-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会の間に産業財産庁・関連団体と協議 

要約 第 58 回世界知的所有権機関（WIPO）総会の 3 日目にあたる 9 月 26 日、ブラジル

産業財産庁（INPI）訪問団はスイス・ジュネーブにて、5 つの国や地域の機関との

会合を行なった。米国特許商標庁（USPTO）とは、PPH パイロット事業並びに 2 ヶ

国以上の産業財産庁に意匠を出願する時に紙文書の提出が不要となる WIPO が提供

するデジタル・アクセス・サービス（DAS）について協議した。日本国特許庁

（JPO）とは、マドリッド協定への批准、知的財産データの交換、INPI の職員育成

に関する協議を行なった。この会合には、JPO 側からは嶋野邦彦特許技監、北村弘

樹国際政策課長、岡本正紀 JETRO サンパウロ知的財産部長らが参加した。オースト

リア特許庁（Patentmt）とは、マドリッド協定に関する経験交流、PPH パイロット

事業と覚書の締結に関して協議。スウェーデン特許登録庁（PRV）とは、特許審査

官向けのトレーニング、PPH パイロット事業を含む協力覚書の締結提案について話

し合われた。デンマーク特許商標庁（DKPTO）とは、2018 年 9 月 1 日より 2 年間の

期限で実施中の PPH パイロット事業について協議。WIPO のグローバルチャレンジ

局との会合では、WIPO Green への INPI の参加について協議を行なった。欧州連合

知的財産庁（EUIPO）とは、IP Key América Latina 事業とプラクティス・コンバージ

ェンス・パイロット事業など 2019 年の活動計画について話し合った。 
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日付 2018 年 9 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/ibepi-divulga-mais-dois-boletins-de-informacao-
tecnologica 

タイトル IBEPI、2 つの技術情報公報を公表 

要約 イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）は、風力発電と農業食糧に関する 2 つ

の新たな技術情報公報を公開した。いずれもこれらテーマに関するモニタリングを

通じて、新技術の開発やトレンドに関する重要な情報を提供するものとなってい

る。風力発電をテーマとした公報は今回が第 4 版となり、アルゼンチン・コロンビ

ア・スペイン・メキシコ・ポルトガルで出願された風力発電機に関する 255 の特許

を取り扱っている。一方で、農業食糧に関する公報は今回が第 7 版となり、アルゼ

ンチン・ブラジル・コロンビア・コスタリカ・スペイン・メキシコ・ポルトガル・

ウルグアイで出願された 1,218 件の特許を対象として分析を行なっている。いずれ

の公報も、IBEPI のポータルサイトで参照可能。 

 

日付 2018 年 9 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/confere/ultimas-noticias/eder-content/2018/09/26/eleicoes-
marina-silva-promessa-remedio-de-alto-custo-sem-ordem-judicial.htm 

タイトル マリーナ・シルバ候補、法的判断を伴わず高額医薬品を提供することを確約 

 

日付 2018 年 9 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 Conjur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-set-26/entidade-entrega-propostas-propriedade-
intelectual-candidatos 

タイトル 業界団体が大統領候補に知的財産に関する 10 の提案を行なう 

 

日付 2018 年 9 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-prossegue-em-reunioes-de-cooperacao-durante-
assembleia-geral-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会の間の協力関係に関する協議で前進 

要約 第 58 回世界知的所有権機関（WIPO）総会の 4 日目にあたる 9 月 27 日、ブラジル

産業財産庁（INPI）訪問団はスイス・ジュネーブにて、5 つの国や地域の機関との

会合を行なった。カナダ知的財産庁（CIPO）とは、PCT の枠組みにおける大学を対

象とした国際出願手数料の削減提案、WIPO の特許法常設委員会で協議されている

「健康特許」におけるカナダ・ブラジル・スイスとしての共同提案について協議さ

れた。スイス産業財産庁（IPI）とは、マドリッド協定、位置や三次元による商標に
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ついて話し合われた。中国国家知識産権局（CNIPA）の国際協力局とは、PPH パイ

ロット事業や特許審査官のトレーニングについて協議。またオーストラリア知的財

産庁（IP Australia）とは、品質管理改善の取組み、人工知能、マドリッド協定につ

いて協議された。WIPO との会合では、商標分野で INPI が利用している IPAS システ

ムの最適化を目的とした IT 設備の改良に関する活動計画について文書が締結された

のに加え、WIPO アカデミーとは INPI の協力の下でのポルトガル語による知的財産

遠隔講習について協議された。 

 

日付 2018 年 9 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/prosur-premia-melhores-invencoes-patenteadas-da-
america-latina 

タイトル Prosur、ラテンアメリカの優れた発明特許を表彰 

要約 2018 年の第 1 回 Prosur 発明特許コンクールは、発明を創出し、利用社会経済開発

のキー要素かつ権利の保護手段である特許の枠組みを活用する域内の個人・法人の

成果を認識することを目的に開催される。このコンクールには、各国の産業財産庁

が、域内の国籍を有し、特許や実用新案を有するかといった条件により選ばれた候

補者が参加できる。第 1 回の今回は、社会・環境・経済・女性の社会参画といった

ポジティブな影響を与えた発明を表彰する。最優秀賞の受賞者は、スイス・ジュネ

ーブで開催される世界知的所有権機関（WIPO）が主催する世界最大の発明展示会

に参加できるようになる。 

 

日付 2018 年 9 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-reuniao-do-prosur-durante-a-
assembleia-da-ompi 

タイトル INPI、WIPO 総会の間に Prosur の会合に参加 

要約 第 58 回世界知的所有権機関（WIPO）総会の 5 日目にあたる 9 月 28 日、ブラジル

産業財産庁（INPI）訪問団はスイス・ジュネーブにて、Prosur の知的財産運営情報

に関する協力システム委員会の会合に参加した。2018 年発明特許コンクールの開

催が決定されたほか、WIPO との提携に関する覚書も締結された。また、2019 年に

エクアドルで開催される知的財産分野での人工知能の活用に関するイベントについ

ても協議された。Prosur は、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、ウルグアイが参加するラテンアメリカの産業財産庁間での技術協

力を目的とした活動。 
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日付 2018 年 9 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 サイト Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/empresas/5890511/disputa-por-patente-de-remedio-expoe-
gargalos-no-inpi 

タイトル 医薬品特許に関する係争が INPI の抱える制約を明らかに 

 

 

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。 

 

 


