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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.24（2018年 10月分） 

2018年 11月 12日発行 

日付 2018 年 10 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 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/2018/10/trump-diz-que-brasil-trata-empresas-
americanas-injustamente.shtml 

タイトル トランプ大統領、ブラジルは米国企業を不公正に取り扱っていると指摘 

 

日付 2018 年 10 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/ministerio-da-cultura-e-inpi-discutem-pi-e-direito-de-
autor 

タイトル INPI、文化省と知的財産及び著作権について協議 

要約 文化省のマルコス・タヴォラリ著作権局長が 10 月 2 日、ブラジル産業財産庁

（INPI）を訪問した。同庁のルイス・ピメンテル長官との会談では、政府活動にお

ける知的財産権と著作権の連携の必要性が協議された。同局長は、特に大学と創造

産業の間における公共政策において、これらのいずれも非常に重要かつ定着が図ら

れるべきテーマであるとした。 

 

日付 2018 年 10 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/sc-mais/noticia/2018/10/02/empresarios-criam-
suporte-para-caneco-de-chopp-em-chapeco-sc.ghtml 

タイトル サンタカタリーナ州シャペコ市で、企業からがビールジョッキサポーターを発明 
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日付 2018 年 10 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/capes-visita-academia-do-inpi-para-conhecer-doutorado-
profissional 

タイトル Capes、職業博士課程の見学のため INPI アカデミーを訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーは 9 月 24 日、2018 年に学術課程から職業

課程に変更となった知的財産・イノベーション修士プログラムの博士課程の見学の

ために来庁した、教育省の高度人材育成調整部（Capes）との会合を行なった。こ

の席では、他の知識分野の職業博士課程を設置する際の新たな評価基準などについ

て、ブラジルにおいて初めて設置された職業博士課程の特徴を理解することを目的

とした INPI アカデミーの教師陣と協議が行われた。 

 

日付 2018 年 10 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-apresenta-relatorio-trimestral-sobre-a-gestao-do-
ibepi 

タイトル INPI、IBEPI 運営に関する四半期報告書を公開 

要約 イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）の代表及び技術担当代表を務めるブラ

ジル産業財産庁（INPI）は 10 月 4 日、7～9 月度の活動報告書を公表した。同プロ

グラムへのエルサルバドルの 14 カ国目としての加入、IBEPI プログラムの 2024 年

までの実施延長、農業食糧技術公報第 7 版・風力発電技術公報第 4 版の公表などが

その主な内容となっている。 

 

日付 2018 年 10 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-out-04/cade-arquiva-processo-administrativo-empresa-
farmaceutica 

タイトル Cade、製薬会社に対する行政訴訟を終結 

 

日付 2018 年 10 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-participara-do-12o-encontro-anual-do-fortec 

タイトル INPI、第 12 回 FORTEC 年次会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 10 月 15～19 日にかけて、リオデジャネイロで開催

される全国イノベーション・技術移転運営者フォーラム（FORTEC）の第 12 回年次

会合に参加する。INPI は、特許分析手順や科学技術機関向けの優先審査に関する公

演を行う予定。同イベントは、本年のテーマとして「経済開発のためのイノベーシ
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ョン技術センター（NIT）の貢献：知識を豊かさに変える」を掲げて開催される。 

 

日付 2018 年 10 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/pop-arte/musica/noticia/2018/10/06/spotify-completa-10-anos-
como-salva-vidas-da-industria-fonografica.ghtml 

タイトル Spotify、オーディオ産業の救世主として創設 10 周年を迎える 

 

日付 2018 年 10 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 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/2018/10/empresas-alemas-tiram-brasil-do-radar-
dos-investimentos.shtml 

タイトル ドイツ企業、ブラジルを投資対象から外す 

 

日付 2018 年 10 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/agenda-de-pi-e-tema-de-reuniao 

タイトル 知的財産アジェンダについて協議 

要約 世界貿易機関及び在ジュネーブの国際経済機関に対するブラジルの常駐代表となる

アレシャンドレ・パロラ氏が 10 月 8 日、ブラジル産業財産庁（INPI）を訪問し、ブ

ラジルの知的財産アジェンダに関する情報交換を行なった。INPI は、商標の国際出

願に関するマドリッド協定、意匠の国際出願に関するハーグ協定、微生物に係る特

許出願に対するブダペスト協定、意匠の国際分類を定めるロカルノ協定といった国

際条約への批准を中心とした 2021 年までの同庁の活動計画を紹介した。さらに特

許や商標のバックログ解消へ向けた INPI の取組みについても説明が行われ、現在は

商標の審査に要する期間がマドリッド協定への参加に必要な目標である 18 ヶ月を

1 ヶ月下回る 17 ヶ月となっていること、また本年 12 月までに 13 ヶ月まで短縮で

きる見込みであるとした。 

 

日付 2018 年 10 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/iii-seminario-internacional-de-direito-da-moda-sera-de-
22-a-24-10 

タイトル INPI、OAB リオデジャネイロ支部の第 3 回国際ファッション法セミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、「ファッション産業の

イノベーション－スマート繊維からインダストリー4.0 へ」をテーマに掲げて、ブ



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

 4 

ラジル弁護士会（OAB）リオデジャネイロ支部が 10 月 22～24 日にかけ開催する第

3 回国際ファッション法セミナーに参加する。 

 

日付 2018 年 10 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/inscricoes-abertas-para-a-terceira-oficina-de-pi-para-
profissionais-de-comunicacao 

タイトル 広報担当者向けの第 3 回知的財産ワークショップの申込み受付を開始 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）とブラジル工業連盟（CNI）の後援を受けてブラジル

産業財産庁（INPI）が開催する第 3 回広報担当者向け知的財産ワークショップが 11

月 6 日に開催される。このイベントは、広報業務に携わる上で知的財産や技術革新

に関するテーマを戦略的に取扱う方法や、調査の際の信頼の置ける情報源の紹介を

行なう。また、知的財産とその保護の重要性、知的財産に関連するテーマの概要、

特許侵害と強制ライセンスといったテーマも含まれる。参加は無料で、今回は初め

てサンパウロで開催される。10 月 22 日まで申込受付中。 

 

日付 2018 年 10 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/sistema-e-software-tem-reducao-de-emissao-de-
certificado-para-7-dias-uteis 

タイトル e-ソフトウェア・システム、証明書発行期間の短縮を実現し 1 周年を迎える 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の新たなコンピュータプログラム・オンライン登録シ

ステムは本年 9 月に開始から 1 周年を迎えた。導入後、登録証明書の発行にかかる

平均期間は最短 7 日間までに大幅に短縮している。この登録システムは、書類が揃

い登録手続きが有効化されたことが確認できるデジタル・ハッシュを用いたもの

で、手続きの間の法的な安全性を高めるため、書類送信の際には e-CPF、e-CNPJ な

どのデジタル署名も導入している。コンピュータプログラムの保護は、登録から

50 年間有効となるもので、ブラジル国内に限らずベルヌ条約に加盟する 176 カ国

でも保護が認められるもので、ソフトウェア開発の際の法的安全性が高められる。

2003 年には登録に平均 3493 日を有していたが、2018 年現在では 8.97 日にまで短

縮しており、2017 年付補則第 74 号に規定された完全自動登録モデルに定められた

7 営業日以内という期間に収まっている。 

 

日付 2018 年 10 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-participa-de-reuniao-com-spu-e-anvisa-em-brasilia 

タイトル INPI、ブラジリアにて国家資産局および Anvisa と協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 10 日、ブラジリア

にて、シドラック・デ・オリベイラ・コレア・ネト国家資産局長らとの会合に臨
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み、INPI の不動産施設に関して協議を行った。同日には国家衛生監督庁（Anvisa）

のウィリアム・ジブ新長官を訪問した。 

 

日付 2018 年 10 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 Gazeta Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gazetaonline.com.br/noticias/policia/2018/10/pirataria-na-mira-da-policia-
100-mil-produtos-apreendidos-no-es-1014151812.html 

タイトル 警察が模倣品をターゲットに：エスピリトサント州で商品 10 万点を押収 

 

日付 2018 年 10 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-e-anprotec-assinam-acordo-para-disseminacao-da-
propriedade-industrial 

タイトル INPI、Anprotec と知的財産普及に関する協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 11 日、全国先進技

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

氏との会談に臨み、知的財産文化の普及のための協力協定を締結した。この協定

は、特許書類に記載された技術情報の利用を促進し、Anprotec に加盟するテクノロ

ジーパークにおける知的財産に関する知識の定着を目的としている。さらに、先端

技術分野における INPI 職員の育成に関しても規定されている。 

 

日付 2018 年 10 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 サイト Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/blog/gabriel-petrus/sem-abertura-comercial-o-brasil-nao-
inova-e-vice-versa/ 

タイトル 市場開放なくしてブラジルは革新しない－革新なくして市場開放もない 

 

日付 2018 年 10 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 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-out-14/registro-troca-titularidade-publicacao-inpi 

タイトル 高等司法裁判所、商標保有者の変更登録には INPI による公示が必要と判断 
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日付 2018 年 10 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-abertura-do-xii-fortec 

タイトル INPI、リオデジャネイロにて第 12 回 Fortec に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイヤ執行部長は 10 月 15 日、リオデジャ

ネイロ市内にて開催された第 12 回全国イノベーション・技術移転運営者年次フォ

ーラム（Fortec）の開会式に参加した。その席で同氏は、この 20 年間での 75 名か

ら 329 名という特許審査官の大幅な増員や、2015～2017 年の間に審査処理件数を

57%増加させるのに貢献した審査官らの生産性向上といった施策を通じて、ブラジ

ルのイノベーションのダイナミズムに INPI が適応してきた点を紹介した。 

 

日付 2018 年 10 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-faz-doacao-de-1-100-moveis-para-o-museu-nacional 

タイトル INPI、国立博物館に家具など 1,164 点を寄付 

要約 9 月 2 日の火災で消失した国立博物館の復旧を支援することを目的として、ブラジ

ル産業財産庁（INPI）は 10 月 15 日、INPI で使用されなくなった事務机・椅子・ワ

ークステーション・引き出し・ロッカーなど家具を中心とした 1,164 点の寄付を行

なった。これらの家具は、火災で多大な損失を被った国立博物館の学芸員・教育支

援サービス、無脊椎動物、地学、古生物学、昆虫学、民族学部門で使用される。 

 

日付 2018 年 10 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-e-ibge-lancam-a-edicao-2018-do-mapa-das-igs-
brasileiras 

タイトル INPI、IBGE と共同でブラジル地理的表示マップ 2018 年版を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル国立地理統計院（IBGE）は 10 月 18 日、

2018 年 7 月までに登録された 58 の地域を示した、縮尺 500 万分の 1 のブラジル地

理的表示マップの 2018 年版を発表した。この地図は、INPI が付与した地理的表示

登録を有するブラジル国内の製品・サービスの原産地域を地図上で表示することを

目的に INPI と IBGE の間で交わされた技術協力協定により作成されたもの。 
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日付 2018 年 10 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/inpi-discute-capacitacao-e-comunicacao-no-xii-fortec 

タイトル INPI、第 12 回 Fortec にて知的財産の人材育成と広報及びイノベーションに関し協

議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のカチア・フレイタス・ピント知的財産人材育成・普

及課長及びヴィニシウス・ボジェア・カマラ INPI アカデミー修士・学術研究課長

は、リオデジャネイロ市内で開催されている第 12 回全国イノベーション・技術移

転運営者年次フォーラム（Fortec）に参加。10 月 18 日に行われたラウンドテーブ

ル「イノベーションにおける人材開発と育成」にて、INPI が提供する職業修士・博

士プログラムの集合型及び遠隔型講習について紹介した。続く「イノベーションを

後押しする広報のあり方」をテーマとしたラウンドテーブルでは、INPI のマルセ

ロ・シメント広報コーディネイターが、知的財産やイノベーションに関する簡素化

された情報のメディア向け伝達方法の課題と重要性について説明された。 

 

日付 2018 年 10 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/prorrogadas-inscricoes-da-oficina-de-pi-para-profissionais-
de-comunicacao 

タイトル 広報担当者向けの知的財産ワークショップの申込受付期限を延長 

要約 11 月 6 日に開催される今回で第 3 回目となる広報担当者向けの知的財産ワークシ

ョップの申込受付が 10 月 30 日まで延期された。このイベントは、広報業務に携わ

る上で知的財産やイノベーションに関するテーマを戦略的に取扱う方法や、調査の

際の信頼の置ける情報源の紹介を行なう。また知的財産とその保護の重要性、知的

財産に関連するテーマの概要、特許侵害と強制ライセンスといったテーマも含まれ

る。本イベントは、世界知的所有権機関（WIPO）とブラジル工業連盟（CNI）が後

援し、初めてサンパウロにて開催される。参加は無料。 

 

日付 2018 年 10 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/inpi-participa-de-evento-no-centro-tecnologico-do-
exercito 

タイトル INPI、陸軍技術センターのイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 19 日、リオデジャ

ネイロ市内で開催された陸軍技術センター（CTEx）の創立 39 周年イベントに参加

した。CTEx 司令官であるロブソン・カルヴァーリョ将軍は、同センターの事業や成

果について紹介し、国防戦略におけるイノベーションの重要性を強調した。 

 

 



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

 8 

日付 2018 年 10 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/inpi-participa-de-evento-sobre-direito-da-moda 

タイトル INPI、ファッション法に関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 22 日、ブラジル弁

護士会（OAB）リオデジャネイロ支部のファッション法委員会が主催する第 3 回国

際ファッション法セミナーに参加した。本イベントは「ファッション産業のイノベ

ーション－スマート繊維からインダストリー4.0 へ」をテーマに 10 月 22～24 日に

開催されるもので、デザイン・ファッション・知的財産分野の専門家が集まる。開

会の席で、同長官は輸出を含めたブラジル経済や知的財産システムとの関係性の面

からファッション産業の重要性を強調した。 

 

日付 2018 年 10 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/inpi-realiza-seminario-para-procuradores-chefes-de-
instituicoes-federais-de-ensino 

タイトル INPI、連邦教育機関を担当する州検察庁向けセミナーを WIPO と共催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は 10 月 22～24 日、リ

オデジャネイロ市内にて、各州検察庁の連邦教育機関担当部局向けのセミナーを開

催する。本イベントでは文化省及び農林水産省の科学技術フォーラムの後援も受

け、3 日間にわたり、商標・特許・著作権・種苗の保護・技術移転・ソフトウェア

登録・バイオテクノロジー特許など知的財産システムの重要なテーマについて検察

庁担当者を対象に紹介をする。 

 

日付 2018 年 10 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/inpi-participa-de-evento-sobre-governanca-no-tcu 

タイトル INPI、連邦会計検査院の統治に関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 10 月 18 日、ブラジリアにて、連邦会計検査院

（TCU）が開催した上級役員向け統治イベントに参加した。本イベントは、政府に

よる全国政策の導入を促進するための情報交換を目的として行われた。 
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日付 2018 年 10 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/dirigentes-de-universidades-participam-de-evento-na-
ompi 

タイトル 大学幹部らが WIPO にて開催されたイベントに参加 

要約 ブラジル国内の 6 大学の学長らが、10 月 16～18 日にスイス・ジュネーブの世界知

的所有権機関（WIPO）本部で開催されたイベントに参加した。大学における知的

財産の活用について協議する本イベントは、WIPO、ブラジル産業財産庁（INPI）、

チリ産業財産庁（INAPI）が共催したもので、チリ国内からも 3 大学の幹部らが参

加した。会合では、研究開発における知的財産とその利用の重要性、南米における

WIPO の協力活動、WIPO のグローバルデータベースと大学・研究機関におけるその

利用、グリーン特許、WIPO アカデミーと大学の協力活動についての協議が行われ

た。 

 

日付 2018 年 10 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 Tempo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.otempo.com.br/superfc/atl%C3%A9tico/criador-do-galo-volpi-aciona-clube-
na-justi%C3%A7a-1.2057630 

タイトル ロゴマーク Galo Volpi の創作者がサッカークラブを提訴 

 

日付 2018 年 10 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-concede-ip-sabara-para-derivados-de-jabuticaba 

タイトル INPI、ジャボチカバ製品にサバラーの原産地表示を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 10 月 23 日、知的財産官報第 2494 号の誌上にて、

ミナスジェライス州サバラー市で生産されるリキュール、ゼリー、ソース、砂糖漬

け、シロップ煮などのジャボチカバを用いた製品に対し、原産地表示としての地理

的表示の使用を認めた。この権利は、サバラー・ジャボチカバ製品生産者協会に対

して付与された。同市はジャボチカバを原料とした製品の製造で全国的に知られて

おり、この 25 年間は毎年サバラー・ジャボチカバ祭りも開催されている。ジャボ

チカバは雨季に左右される季節果物のため、生産者らは収穫された果実を最大限利

用すべく、何世代にもわたり受け継がれてきた伝統的かつ手作りの製法で加工して

いる。知識、生産、ノウハウの伝承という面で地域コミュニティーが密接に関わっ

ており、同市民の文化的要素が色濃く表れていることで知られている。 
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日付 2018 年 10 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-participa-de-forum-sobre-direito-de-marcas 

タイトル INPI、商標権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、10 月 26 日にリオデジャネイロ市内の連邦地方裁

判所の講堂で開催される「知的財産：商標権」フォーラムに参加する。 

 

日付 2018 年 10 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/empresas-automobilisticas-japonesas-fazem-
apresentacao-no-inpi 

タイトル 自動車関連の日本企業が INPI を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 10 月 23 日、日本自動車工業会（JAMA）及び自動車

関連の日本企業の代表者らの訪問を受けた。会合では、特許審査官向けに自動車や

二輪車の車体構造やハイブリッド、自動運転といった環境技術に関する紹介が行わ

れた。JAMA からは、藤原ヤスカタ氏（スズキ）、遠藤マサト氏（トヨタ）、磯貝

ユタカ氏（ホンダ）、田中シノブ氏（ヤマハ）が参加。ラテンアメリカ知的財産グ

ループを代表し高橋ヨシアキ氏、マルコス・アントニオ・ベント・デ・ソウザ氏、

ジャイメ・ミツオ・スギタ氏（以上ホンダサウスアメリカ）、飯島タカヒロ氏（ホ

ンダ）が参加した。JETRO サンパウロ事務所からは、岡本正紀知的財産部長、マル

チナ・マスミ・ヒロセ知的財産アシスタントが出席した。 

 

日付 2018 年 10 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/abertas-as-inscricoes-para-o-premio-nacional-de-inovacao 

タイトル 全国イノベーション表彰への申込受付を開始 

要約 イノベーション企業運動（MEI）の取組みとしてブラジル工業連盟（CNI）及びブラ

ジル小・ミクロ企業支援サービス（SEBRAE）が主催し、ブラジル産業財産庁

（INPI）が後援する 2018/2019 年度の全国イノベーション表彰の申込みを、11 月 19

日まで受け付けている。選考を経て表彰された企業は、国際的なイノベーション・

エコシステムへの参画や、「工業のためのイノベーション案件公募」などにおける

イノベーション奨励プログラム参加に際しての事前合格といった機会を得ることが

できる。 
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日付 2018 年 10 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2018-out-23/expressao-pais-futebol-nao-registrada-marca 

タイトル 高等司法裁判所、「サッカーの国」という表現は商標として認められないと判断 

 

日付 2018 年 10 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/epo-treina-examinadores-de-patentes-do-mercosul-no-
inpi 

タイトル 南米諸国の特許審査官らが INPI にてトレーニングを実施 

要約 10 月 23, 24 日にかけ、ブラジル産業財産庁（INPI）にて、欧州特許庁（EPO）の協

力の下、IP Key Latin America が実施する特許審査官向けのトレーニングが実施され

た。本イベントには、アルゼンチン、チリ、ウルグアイ、パラグアイ、ブラジルの

産業財産庁からの代表者らが参加。EPO のインストラクターからは、無料の情報ツ

ール Espacenet、Common Citation Documents、Global Dossier の活用方法が紹介され

た。 

 

日付 2018 年 10 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-com-a-oab-pe 

タイトル INPI、ブラジル弁護士会ペルナンブッコ支部と会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 25 日、ブラジル弁

護士会ペルナンブッコ支部知的財産委員会の訪問を受け、知的財産システムに関連

したテーマの協議を行なった。 

 

日付 2018 年 10 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-encontro-de-pro-reitores-em-santa-
catarina 

タイトル INPI、サンタカタリーナ州にて学部長会合に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 26 日、サンタカタ

リーナ連邦大学で開催された第 34 回研究・修士学部長全国会合に参加した。本イ

ベントは「知識・統治・国の開発」をテーマとして 10 月 24～26 日に開催されてい

た。 
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日付 2018 年 10 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-entrega-certificado-de-ig-relativo-a-banana-da-
regiao-de-corupa 

タイトル INPI、コルパー地域産のバナナに対し地理的表示の認証書を贈呈 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 10 月 26 日、フロリアノ

ーポリス市にて、コルパー地域産のバナナ製品に対する原産地名称としての地理的

表示の登録証をコルパー地域バナナ生産者協会（ASBANCO）に対し贈呈した。対象

区域は、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 10 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 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/2018/10/30/cae-aprova-apresentacao-de-
projeto-para-derrubar-patente-de-medicamento-contra-hepatite-c 

タイトル 経済委員会、C 型肝炎医薬品の特許を無効化するための法案を承認 

要約 連邦上院議会の経済委員会（CAE）は 10 月 30 日、ブラジル産業財産庁（INPI）が

米国の製薬会社 Gilead 社に付与した C 型肝炎の治癒率が 95%以上となるソフォスブ

ビル医薬品の特許の効力を無効とする議会命令案を承認した。この法案は上院本会

議での審議に回付される。CAE はさらに、同医薬品への特許付与について INPI を管

轄する商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジェ大臣を委員会に召喚する

提案を全会一致で承認。同大臣は、11 月 6 日にも出席することとなっている。本

件では、本年 9 月に特許が認められたことを受けて、国家衛生監督庁（Anvisa）に

すでに登録されていたジェネリック医薬品を Fiocruz-Farmaguinhos やブラジル国内

製薬会社が製造することが不可能となり、保健省が見込んでいた 10 億レアルの経

済活動が実現しないこととなった。ヒカルド・フェハッソ上院議員（PSDB 党・エ

スピリトサント州選出）は、エジプト・アルゼンチン・中国では Gilead 社への特許

付与を認めずジェネリック医薬品が製造されていることに加え、チリでは同医薬品

の特許無効化が検討されていると述べた。 

 

日付 2018 年 10 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 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/5959973/anulacao-de-patente-de-remedio-para-
hepatite-poe-em-risco-investimento 

タイトル C 型肝炎医薬品特許の無効化は投資リスクを増大させる 
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日付 2018 年 10 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 サイト Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/negocios/romper-patente-de-droga-da-hepatite-afronta-
direito-diz-diretor-da-gilead/ 

タイトル Gilead 社役員、C 型肝炎治療薬の特許無効化は権利に反すると主張 

 

日付 2018 年 10 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 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/2018/10/pasta-da-industria-e-comercio-
entregara-guia-de-abertura-comercial-a-guedes.shtml 

タイトル 商工サービス省、ゲデス次期財相に市場開放の手引きを提出 

 

日付 2018 年 10 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 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-nov-04/marianna-furtado-responsabilidade-plataformas-
marketplace 

タイトル 知的財産権侵害があった場合のマーケットプレイスの責任について 

 

 

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。 


