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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.25（2018年 11月分） 

2018年 12月 4 日発行 

日付 2018 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/11/05/receita-federal-realiza-operacao-
contra-pirataria-na-rua-25-de-marco-em-sp.ghtml 

タイトル 国税庁、サンパウロ市内 3 月 25 日通りにて帽子の模倣行為に対する捜査を実施 

 

日付 2018 年 11 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/aberta-consulta-publica-sobre-instrucao-normativa-de-
indicacoes-geograficas 

タイトル 地理的表示の細則に関するパブリックコメントの募集を開始 

要約 審査活動や検討手順に関する透明性を確保し、利用者から寄せられる提案を反映す

ることを目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 6 日、地理的表示の登録

条件を規定する細則の文面案に関するパブリックコメントの募集を開始した。同日

付の官報で公示されている。意見や提案は 2018 年 12 月 6 日までにパブリックコメ

ントの Web ページのフォーマットに入力することで送信可能。細則文面案も同じ

ページから参照することができる。 

 

日付 2018 年 11 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2018/11/06/usuarios-se-mobilizam-contra-
lei-que-da-cadeia-a-quem-piratear-tv-paga.htm 

タイトル ロビーグループがケーブルテレビの海賊版行為に禁固刑の罰則を設ける法案への反

対活動を実施 
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日付 2018 年 11 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/abertas-inscricoes-para-mestrado-e-doutorado-da-
academia-do-inpi 

タイトル INPI アカデミーの修士・博士課程で募集を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・アカデミーは、2019 年

度の職業修士・博士課程の出願を 12 月 14 日まで受け付けている。募集人員は修士

課程で 25 名、博士課程で 10 名。受講は無料で、それぞれ 18 ヶ月、42 ヶ月間のカ

リキュラムとなる。 

 

日付 2018 年 11 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/inpi-divulgara-em-13-11-procedimento-para-concluir-
recuperacao-de-grus 

タイトル INPI、連邦徴収票の解決手順を 11 月 13 日に発表 

要約 利用料を払い込むための 4,537 件の連邦納付票（GRU）が今年 8 月から利用不可能

となっている問題で、ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 13 日付の知的財産官報

（RPI）並びに同日にポータルサイト上で、対象となる GRU を INPI のシステムで利

用可能とするための手順を公表する。本件は、8 月 22, 23 日に発生した INPI の電子

システムの障害を原因とするもので、データの完全復旧が不可能となり情報の補完

が必要となった分と、INPI のシステム上での確認作業が必要な分に分けられる。補

完されなければならない情報には、代理人・利用者のデータ、申請件数、申請種別

などが含まれ、申請内容によって項目は異なる。公表される手順に従った手続きの

期限は 11 月 30 日までとなる。対象の GRU が復旧された旨を 12 月 4 日の RPI 上で

確認した後、12 月 5 日から 10 日以内に当該 GRU の利用を確定する手順を踏む流れ

となる。 

 

日付 2018 年 11 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/evento-em-sao-paulo-discute-comunicacao-em-
propriedade-intelectual 

タイトル サンパウロで開催されたイベントにて知的財産分野の広報活動について協議 

要約 11 月 6 日、サンパウロ市内にて、第 3 回広報分野担当者向け知的財産ワークショ

ップが開催され、ジャーナリスト・広報・デジタルマーケティングに従事する担当

者ら 42 名が参加し、広報活動における知的財産分野のテーマの利用や簡素な表現

に関する協議、知的財産の概念についての紹介が行われた。本イベントは、文化省

（MinC）、英国産業財産庁（UKIPO）の協力の下、ブラジル産業財産庁（INPI）、

世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジル工業連盟（CNI）が共催したもの。INPI の

マウロ・マイア執行部長は、商標・特許・そのほかの知的財産資産の概念の紹介を

行ない、イノベーション上での重要性を説明した。同部長はさらに、ブラジル社会
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が知的財産の存在を認識し、それが知的財産資産として利用価値があるものとして

実際に利用されつつあることから、ブラジルに知的財産の「第 3 の波」がやってき

ていると語った。 

 

日付 2018 年 11 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mg/sul-de-minas/noticia/2018/11/07/homem-e-preso-por-venda-
ilegal-de-anabolizantes-e-aparelhos-de-pirataria-em-varginha-mg.ghtml 

タイトル ミナスジェライス州ヴァルジニア市にて、アナボリックステロイドとテレビの海賊

版受信装置の違法販売をしていた男性を逮捕 

 

日付 2018 年 11 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/inpi-participa-de-seminario-em-sao-paulo 

タイトル INPI、サンパウロで開催されたセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 11 月 8 日、サンパウロ市

内にて開催された研究製薬産業協会（Interfarma）が開催した戦略セミナーに参加

した。同長官は INPI の現状と展望として、主に生産性の面で抱える課題やその改善

状況、バックログ削減への取組み、業務の独立性、高度な技術を有する職員とそれ

に応じた職員のキャリアプランの重要性について説明した。 

 

日付 2018 年 11 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 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/2018/11/08/ministro-debate-patente-de-
remedio-contra-hepatite-c 

タイトル 商工サービス相、C 型肝炎医薬品特許に関する公聴会に参加 

要約 商工サービス省のマルコス・ジョルジェ大臣は、11 月 13 日 10 時に連邦上院議会

経済委員会で実施される公聴会に参加する。大臣は、ブラジル産業財産庁（INPI）

が C 型肝炎医薬品の特許を米国企業に対して認めた決定について説明を行なう予定

である。公聴会は、ジョゼ・セッハ上院議員（サンパウロ州選出・PSDB 党）及び

ヒカルド・フェハッソ上院議員（エスピリトサント州選出・PSDB 党）の要請に基

づくもの。ジョゼ・セッハ議員は、エジプト・アルゼンチン・中国では Gilead 社に

対する特許は認められずジェネリック医薬品が製造されていること、さらにチリで

は同社への独占販売を認めないことが検討されていると指摘。その上で、同社の特

許には発明活動や新規性が見られないことが疑問視されているが、それにもかかわ

らず INPI は特許を認めたと批判している。さらに、仮にジェネリック医薬品がブラ

ジル国内で製造可能となった場合には現在 28,000 レアル要している C 型肝炎の治

療が 6,000 レアルで済むが、Gilead 社による独占は 2030 年までに根絶しようとする

保健省の計画を葬り去ることになると主張した。 
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日付 2018 年 11 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-divulga-procedimento-para-recuperacao-de-grus-
indisponiveis 

タイトル INPI、利用不可能となっている連邦徴収票の復旧手順を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、8 月のシステム障害以来利用不可能となっている

4,537 件の連邦徴収票（GRU）の復元を目的として、当該 GRU の利用者がとらなけ

ればならない手順を公表した。この手順は、一部の GRU で復元された情報が完全

ではないこと、また一部では INPI システム上での確認作業が必要となっているため

に必要となる。この復旧手順は、利用者が 11 月 13～30 日の間に実施する必要があ

る。復旧した GRU は 12 月 4 日付の知的財産官報（RPI）に掲載され、翌 5 日から

10 日以内にその GRU を用いた各種手続きを行なう。すでに所定の期限を過ぎたも

のであっても、復旧が必要な対象となっている場合には手続きが認められる。な

お、利用者が払戻しを希望する場合であっても復旧手順をとる必要がある点に注意

すること。 

 

日付 2018 年 11 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-seminario-de-pi-e-combate-a-pirataria-
na-oab-rj 

タイトル INPI、知的財産と模倣品撲滅に関するブラジル弁護士会リオデジャネイロ州支部の

セミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官及びアンドレー・バロウシ

エル商標・意匠・地理的表示担当ディレクターは、12 月 3 日にリオデジャネイロ

市内で開催される第 3 回知的財産・模倣品撲滅セミナーに参加する。このイベント

では、知的財産やデジタル海賊版行為に関する最近の議論や刑法に関して協議され

る。ブラジル弁護士会（OAB）リオデジャネイロ支部の知的財産権・模倣品撲滅委

員会が主催するもので、参加は無料。OAB リオデジャネイロ支部のポータルサイト

で参加申込み可能となっている。 

 

日付 2018 年 11 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-cooperacao-de-exame-de-
patentes-na-coreia-do-sul 

タイトル INPI、韓国で開催された特許審査協力に関するイベントに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）特許部のアレシャンドレ・ダンタス技術アシスタント

は、11 月 12 日、韓国で開催された産業財産庁間の特許審査の国際協力に関するイ

ベントに参加した。同氏は、特許審査手順を含めた INPI の現状や将来展望に関する

講演を行った。このイベントには、韓国に加えて米国、日本、中国、インド、EU

の産業財産庁からの代表者らが参加した。 
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日付 2018 年 11 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 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/2018/11/13/patente-nao-vai-impedir-
producao-de-generico-do-sofosbuvir-diz-ministro 

タイトル 商工サービス大臣、ソフォスブビル医薬品特許はジェネリック医薬品の製造を妨げ

ないと説明 

要約 11 月 13 日、連邦上院議会の経済委員会（CAE）にて、米国の製薬会社 Gilead 社に

対してブラジル産業財産庁（INPI）が認めた C 型肝炎の治癒率を 95%に高めるソフ

ォスブビル医薬品の特許について、商工サービス省のマルコス・ジョルジェ大臣を

召喚した公聴会が開催された。同大臣は、INPI はソフォスブビルに対して特許を認

めたのではなく、同医薬品を製造するための分子について出願された特許を認めた

のであり、ブラジル国内でのジェネリック医薬品の製造を妨げるものではないと説

明した。大臣によると、同社は他の国でも同様の出願を行っており、2003 年に米

国で出願された内容に基づいた 2004 年の出願案件は、様々な国で承認されている

という。加えて保健省配下の Fiocruz 財団も、ジェネリック医薬品の製造販売にあ

たっては、当該の中間技術を利用しないという論文を公表していることも明らかに

した。同大臣の召喚を求めたジョゼ・セッハ上院議員（PSDB 党・サンパウロ州選

出）は、特許の承認が価格に実際にどのように影響するのかが問題の本質にあると

指摘した上で、特許審査と経済面の分析を行えるように国家衛生監督庁（ANVISA）

の権限を拡大する法案を紹介した。その一方で、アルマンド・モンテイロ上院議員

（PTB 党・ペルナンブコ州選出）は、公正な競争の確保という面では経済防衛行政

評議会（Cade）の管轄でもあると指摘し、競争性を確保するメカニズムの導入こそ

望まれるものだと指摘した。大臣は、セッハ議員が紹介した法案に協力するとした

うえで、投資して生産する側の権利の保護といった法的安全性とビジネス環境の確

保が必要な一方で、セッハ議員ら公共医療の有識者が重視する点にも同様に重きが

置かれるべきだと述べた。 

 

日付 2018 年 11 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 サイト O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/o-caso-do-medicamento-da-
hepatite-c/ 

タイトル C 型肝炎医薬品のケースについて 

 

日付 2018 年 11 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-recebe-visita-de-consul-geral-dos-eua-no-rio-de-
janeiro 

タイトル INPI、在リオデジャネイロ米国総領事と会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 19 日、スコッ

ト・ハミルトン在リオデジャネイロ米国総領事の訪問を受けた。会合では主に、
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INPI と米国特許商標庁（USPTO）との協力活動拡大の可能性や、2020 年 4 月 30 日

までの予定で現在実施中の PPH パイロット事業第 2 フェーズついて協議された。同

総領事は、2018 年 8 月に就任。2015～2017 年にはキューバの在ハバナ米国大使館

で通商関係を担当した。2013～2015 年には外務省中米局長を務めたほか、エクア

ドル・コロンビア・南アフリカ・ロシアの各在外公館での勤務に加えて、米州機構

（OEA）米国代表部も歴任している。 

 

日付 2018 年 11 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-seminario-sobre-planejamento-
estrategico-para-institutos-de-pi 

タイトル INPI、各国の産業財産庁の戦略計画に関するセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 13～16 日、コロンビア・カルタヘナで開催さ

れた産業財産庁の戦略計画・品質管理に関する第 8 回地域セミナーに参加した。会

合の初日、INPI は 2018～2021 年の INPI 戦略計画の策定経緯について発表を行っ

た。本セミナーでは、リスク管理・緩和やモニタリング、評価指標の作成といった

各産業財産庁の戦略計画の導入に関して協議された。世界知的所有権機関

（WIPO）に加え、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、キ

ューバ、スペイン、メキシコ、ペルー、ウルグアイの各産業財産庁の代表者らが参

加した。 

 

日付 2018 年 11 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/2018/11/19/comissao-vai-debater-
projeto-que-visa-reduzir-consumo-de-produtos-fumigenos 

タイトル たばこ製品の消費量削減を目的とした法案の委員会協議を実施 

要約 上院議会の消費者保護の透明性・統治・監督・管理委員会（CTFC）は、11 月 21

日、たばこ製品の広告・宣伝・販促・スポンサー活動を販売箇所も含めて禁止する

上院法案 2015 年付第 769 号についての公聴会を開催する。ジョゼ・セッハ上院議

員（PSDB 党・サンパウロ州選出）によるこの法案は、喫煙行為が引き起こすリス

クや損失に関する国家衛生監督庁（Anvisa）の規則に基づく警告表示を維持しつ

つ、タバコ包装の統一を義務化するもの。報告者のクリストヴァン・ブアルケ上院

議員（PPS 党・ブラジリア連邦区選出）は、タバコ消費の減少においてブラジルで

はすでに大きな進展が見られるものの、市民に健康被害を及ぼす製品の使用を削減

する政策の導入は継続されるべきだと賛意を表明している。この委員会には、ブラ

ジル知的財産協会（ABPI）のロドリゴ・デ・オウロ・プレット ディレクター代理ら

が招待されている。 
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日付 2018 年 11 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/mpme/2018/11/produtos-regionais-da-serra-capixaba-
ampliam-alcance-com-lojas-virtuais.shtml 

タイトル エスピリトサント州山間部の地域産品がオンライン店舗で販売先を拡大 

 

日付 2018 年 11 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/retificada-minuta-de-in-sobre-registro-de-indicacao-
geografica 

タイトル 地理的表示の出願に関する細則案を修正 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、パブリックコメント募集第 4 号として掲載してい

る地理的表示の出願に関する条件を規定する細則案の修正を行なった。この修正

は、11 月 6 日付知的財産官報（RPI）第 2,496 号で掲載された細則案との内容の整

合性を図ったもの。第 9 条、11 条第 3 項、14 条、17 条第 1 号、20 条第 3 項、27

条の各条文に記載内容の差異が見られていた。 

 

日付 2018 年 11 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-visita-instituto-federal-suico-de-propriedade-
intelectual 

タイトル INPI、スイス連邦産業財産庁を訪問 

要約 11 月 22 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のラファエラ・ゲランテ連携・知的財産

推進・イノベーション・コーディネーターは、スイス・ベルンのスイス連邦産業財

産庁（IPI）を訪問した。この会合では、特許の簡易検索や戦略的分析、マドリッド

協定に批准した際の庁内業務手順とその課題、世界知的所有権機関（WIPO）の委

員会における特許、商標、遺伝子資源に関する協議について話し合われた。 

 

日付 2018 年 11 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-participa-da-abertura-de-congresso-internacional 

タイトル INPI、国際会議の開会式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、11 月 25 日、リオデジ

ャネイロ市内で 11 月 25～28 日に開催される第 20 回米州知的財産協会会議

（ASIPI）の開会式に参加した。ASIPI は、学術研究者や知的財産を保有する企業の

代表者などこの分野の専門家からなる団体で、米州各国における知的財産とイノベ

ーションの推進を目的として活動している。ピメンテル長官は開会の席で、年内に
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も 12 ヶ月まで短縮できる見込みの商標の審査期間の改善、特許の決定件数が年間

出願件数を上回ることによりバックログが減少している点、またコンピュータープ

ログラム・意匠・地理的表示の各分野の改善点など、INPI の今年度の成果や課題展

望について発表した。 

 

日付 2018 年 11 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/delegacao-russa-visita-centros-de-inovacao-em-santa-
catarina 

タイトル ロシア代表団がサンタカタリーナ州のイノベーションセンターを訪問 

要約 11 月 23, 24 日、ロシア特許庁（Rospatent）のグリゴリー・イブレフ長官らからな

る代表団がサンタカタリーナ州フロリアノポリス市のテクノロジーパークを訪問し

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同行した。23

日にはサンタカタリーナ州技術協会（ACATE）、翌 24 日にはサピエンス・パーク技

術イノベーションセンターへの視察を行なった。 

 

日付 2018 年 11 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-e-rospatent-fazem-encontro-para-intercambio-de-
experiencias 

タイトル INPI、ロシア特許庁と経験交流のための会合を開催 

要約 11 月 26, 27 日の両日、ロシア特許庁（Rospatent）のグリゴリー・イブレフ長官ら

からなる代表団がブラジル産業財産庁（INPI）を訪問し、コンピュータープログラ

ムの登録及びバイオテクノロジー・薬学分野の特許における経験交流を目的とした

会合を行った。INPI からは戦略計画、特許生産モニタリングシステム（SISCAP）、

特許審査官トレーニングプログラム、特許部品質プログラムの紹介を行なった。 

 

日付 2018 年 11 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-divulga-estudo-setorial-sobre-patentes-de-
biotecnologia 

タイトル INPI、バイオテクノロジー特許に関するセクター別研究成果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の特許部研究・プロジェクト課は、「国際特許分類

（IPC）に基づくバイオテクノロジー特許の区分化とブラジルにおける当該分野特

許の出願に関する展望分析（2012～2016 年）」と題したセクター別研究成果を新

たに公表した。この研究では、世界知的所有権機関（WIPO）と OECD が推奨する

IPC のコードに基づくバイオテクノロジーの概念の比較を行ない、従来含まれてい

なかったバイオテクノロジー分野を含めた新たな区分グループを提唱している。さ

らに、バイオテクノロジー特許文書をより包括的に、あるいは詳細に検索すること
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を可能とする 12 分野のバイオテクノロジー区分を紹介。直近数年間に INPI に出願

されたバイオテクノロジー関連特許の文書検索にこの提唱する IPC を用い、ブラジ

ルにおけるバイオテクノロジー特許の展望を述べている。 

 

日付 2018 年 11 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/evento-discute-atribuicoes-dos-institutos-de-pi-do-futuro 

タイトル 産業財産庁の将来の役割について協議 

要約 リオデジャネイロ市内で開催されている第 20 回米州知的財産協会会議（ASIPI）の

2 日目にあたる 11 月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のマウロ・マイア執行部

長は将来の産業財産庁のモデルに関するパネルセッションに参加した。アルゼンチ

ン、ブラジル、米国、グアテマラ、ペルー、ドミニカ共和国の代表者らが参加した

このセッションでは、産業財産庁による活動が知的財産及び著作権サービスに付加

価値を与える可能性や、知的財産分野の不公正な競争と違反行為を撲滅するための

方策について意見が交わされた。マウロ・マイア執行部長は、将来的に INPI が知的

財産と著作権の両方を所管する機関になると想定したうえで、その際は知的財産分

野での各種活動がより適切に管理できるようになり、また社会の意識向上を図る活

動が展開できるようになるだろうと述べた。 

 

日付 2018 年 11 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-participa-de-workshop-na-china-sobre-tecnologias-
emergentes 

タイトル INPI、新興技術に関する中国でのワークショップに参加 

要約 11 月 17～30 日にかけて、ブラジル産業財産庁（INPI）のフェリペ・アウグスト・

メロ・デ・オリベイラ イノベーション普及コーディネイターらからなる INPI 代表

団らが中国とブラジルをモデルとした新興技術・知的財産・簡素なイノベーション

に関する国際ワークショップに参加した。このイベントは中国・北京の清華大学経

済学部と北京航空航天大学が主催するもの。会期中、INPI 代表団やブラジルの研究

者・教授らは北京・南京・上海・長江デルタのサイエンスパークや、技術移転セン

ターなどを訪問した。 

 

日付 2018 年 11 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-participa-de-seminario 

タイトル INPI、ロライマ州の技術イノベーションに関するセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 11 月 26 日、ロライマ州

ボアビスタ市で開催されたセミナー「技術イノベーション：ロライマ州の指針」に

参加し、「経済開発ツールとしての知的財産」と題した講演を行なった。本イベン
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トには、商工サービス省（MDIC）のマルコス・リマ大臣も出席した。このイベン

トは、ロライマ連邦大学の事業家精神・イノベーション・持続可能な研究開発セン

ター（NEEDS/UFRR）が主催したもの。事業家精神の奨励と地域のイノベーショ

ン・エコシステムの導入について協議することを目的としている。資金獲得手法に

ついても、西部アマゾン地域やアマパー州の税制優遇を得る際に必要な投資方法を

定めた改正情報機器法に基づく協議が行われた。マルコス・リマ大臣によると、本

年 7 月の情報機器法の改正以来、製品・プロセス・サービスのイノベーションや開

発を奨励することを念頭に置いて技術分野を包括するため、MDIC は省令等の改正

作業を進めているという。 

 

日付 2018 年 11 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 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/2018/11/27/farroupilha-no-rio-grande-
do-sul-pode-ser-declarada-capital-nacional-da-uva-moscatel 

タイトル リオグランジドスル州ファホウピリャ市が「マスカット・ブドウの首都」の称号を

得る可能性 

要約 連邦上院議会の教育・文化・スポーツ委員会（CE）で 11 月 27 日に承認された

2018 年付下院法案第 83 号は、リオグランジドスル州ファホウピリャ市に、「マス

カット・ブドウの首都」としての称号を与えようとするものである。ブラジルで最

も評価の高いスパークリングワインの 1 つを生産するファホウピリャ市は、同市で

栽培されるマスカットの品質の高さで知られる。2017 年には Casa Perini のマスカ

ット・ワインが、世界で 5 番目に優れたワインにも輝いた。パウロ・パイン上院議

員（PT 党、リオグランジドスル州選出）によると、同市はマスカット・ワインと

マスカット・スパークリングワイン、マスカット白ワインについて、ブラジル農牧

畜研究公社（Embrapa）から原産地表示としての地理的表示を得ていると紹介。さ

らに「白マスカット」として知られるブドウ品種は 1930 年代からこの地域で伝統

的に栽培されているものであり、他の国では見られないと説明した。その上で、

「マスカット・ブドウの首都」としての称号を同市に付与することの意義として、

経済活動の一層の活性化を促すのみならず、栽培農家や同市市民に対してその努力

と労働を公式に称えるものになると述べた。 

 

日付 2018 年 11 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/redacao/2018/11/27/gasto-de-brasileiro-no-
exterior-outubro-bc.htm 

タイトル ブラジル人の国外での支出が 10 月に 35%増加するも、1 年間で 2%下落 
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日付 2018 年 11 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-latino-americano-sobre-
propriedade-industrial 

タイトル INPI、知的財産に関するラテンアメリカ・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、11 月 29 日、第 9 回と

なる「成長と健康のための知的財産の価値に関するラテンアメリカ・セミナー」に

参加した。本イベントは、リオデジャネイロ市内にて 11 月 29, 30 日の両日に開催

される。同長官は開会の席で、ブラジルにおける知的財産保護の面での進展と課題

について発表。商工サービス省（MDIC）と共同で実施している INPI 近代化の取組

みや、職員採用、特許承認件数の増加とバックログの削減など、近年の同庁の成果

について説明した。さらに、同庁の特許審査官の品質や技術的独立性、ブラジルに

おける知的財産分野の専門家や職員の水準の高さについても言及した。 

 

日付 2018 年 11 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/pedido-de-ig-para-ceramica-de-porto-ferreira-e-
protocolado-no-inpi 

タイトル ポルト・フェヘイラ市の陶器に対する地理的表示申請を受理 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 29 日、サンパウロ州ポルト・フェヘイラ市の

工芸陶器に対する原産地表示としての地理的表示の申請を受理した。サンパウロ州

中央部に位置するポルト・フェヘイラ市は、皿、器、コーヒーカップ、磁器などの

工芸陶器の生産において 100 年に及ぶ伝統を有し、およそ 80 の地場企業が存在す

る。製品の付加価値を向上することを目的として、この産業の存在感を高めるとと

もに観光などの他の分野の活性化にも取組んでおり、地場生産者らはその中で地理

的表示制度を活用することを考えている。 

 

日付 2018 年 11 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 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/2018/11/29/projeto-que-reduz-tempo-de-
patente-de-medicamentos-comeca-a-tramitar 

タイトル 医薬品特許の有効期間を短縮する法案の審議を開始 

要約 医薬品特許の有効期間を 20 年間に制限する 2018 年付上院法案第 437 号の審議が、

連邦上院議会で始まった。世界貿易機関（WTO）が定めブラジルも批准する知的所

有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）にブラジル法令を適応させるため、

この期間を撤廃しようとするもの。ジョゼ・セッハ上院議員（PSDB 党、サンパウ

ロ州選出）が提案している。ブラジル、米国、EU、日本などが 1994 年に締結した

TRIPS 協定では、出願から 20 年を経過した知的創作物や特許などの知的所有権は消

滅することを規定している。この法案の提出理由として同議員は、公正な競争や医

薬品の広範な使用の妨げとなるような保護期間の拡大を規定する法令は各国が撤廃
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すると同協定に規定されていることを挙げる。この法案は社会委員会（CAS）、憲

法・司法委員会（CCJ）での審議を受けることとなっており、CCJ にて異議申し立て

がない場合には、連邦下院議員に送られることとなる。 

 

日付 2018 年 11 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-tem-novo-plano-estrategico-com-missao-e-visao-
2021 

タイトル INPI、2021 年へ向けたミッションとビジョンを伴った新戦略計画を発表 

要約 商工サービス省（MDIC）は 11 月 28 日、ブラジル産業財産庁（INPI）の 2018～

2021 年期の戦略計画を承認した。この戦略計画は、知識を経済的資産に変換し、

国の開発・ビジネス環境を一層改善することを目的として、知的財産権の実効的な

保護を可能とするために INPI に指針を与えるもの。この計画の中では、INPI の新た

な使命を「知的財産の実効的な保護を通じ、ブラジルの技術開発と経済に資する競

争性の向上とイノベーションを奨励する」と定め、またビジョンには「INPI は世界

でも最も評価の高い産業財産庁と同等のパフォーマンスを発揮する」を定めてい

る。 

 

 

 

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。 

 


