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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.26（2018年 12月分） 

2019年 1月 4日発行 

日付 2018 年 12 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/inpi-participa-de-negociacao-comercial-mercosul-efta 

タイトル INPI、メルコスル－EFTA 間の通商交渉に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、11 月 26 日の週にスイス・ジュネーブで開催され

たメルコスル・欧州自由貿易連合（EFTA）間の第 6 回交渉ラウンドに参加した。知

的財産分野では、商標、特許、意匠と地理的表示が交渉テーマとして扱われた。 

 

日付 2018 年 12 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/indisponibilidade-do-sistema-de-buscas-nos-dias-4-e-5-
12-para-ajustes-das-rpis 

タイトル 12 月 4, 5 日の両日、知的財産官報の調整のため商標検索システムが利用不可能に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の商標検索システムは、12 月 4, 5 日の両日、知的財産

官報（RPI）第 2498、2499、2500 号に掲載された商標情報を掲載するため、一時的

に利用不可能となる。これらの情報は後日 XML 形式でも掲載される予定。 

 

日付 2018 年 12 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/opmpi-divulga-relatorio-anual-sobre-pi 

タイトル WIPO、知的財産の関する年間報告書を公表 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）は 12 月 3 日、特許・商標・意匠・地理的表示やその

他の知的財産権に関する 2017 年の出願・付与に関する全世界のデータを含んだ

2018 年度の世界知的財産指標を公表した。全世界での特許出願件数は 317 万件で

前年比 5.8%増。商標は 1,239 万件、意匠は 124 万件であった。同年の特許出願の

84%が、中国、欧州、日本、米国、韓国の 5 つの産業財産庁に集中。商標出願件数

ではアジアに 66.6%が集中する一方で、アフリカ・オセアニア・南米・カリブはそ

の合計でも全世界の 9.2%にとどまった。また、今回は初めて出版に関する販売統計
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を掲載し、2017 年には全世界で 2,480 億ドルの売上があったことが明らかになっ

た。トップは米国で 26 億 9300 万本の出版物を販売。以下、英国 6 億 4700 万本、

ブラジル 6 億 1700 万本、フランス 4 億 3000 万本と続く。 

 

日付 2018 年 12 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/empresas/6010805/pedidos-de-patente-avancaram-58-em-
2017-segundo-orgao-da-onu 

タイトル WIPO、特許出願件数は 2017 年に全世界で 5.8%増加したと公表 

 

日付 2018 年 12 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-tem-pior-desempenho-entre-
maiores-escritorios-de-patentes-do-mundo,70002631113 

タイトル ブラジル、世界の産業財産庁の間でも最悪のパフォーマンスを見せる 

 

日付 2018 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2018/12/03/vendedores-ambulantes-sao-
retirados-do-centro-de-cuiaba-em-acao-de-combate-a-pirataria.ghtml 

タイトル 模倣品撲滅活動を通じ、クイアバ市中心部から露天商らが立ち退き 

 

日付 2018 年 12 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-participa-de-treinamento-de 

タイトル INPI、OCR に関するトレーニングに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 27～30 日、コスタリカにて、南米諸国の産業

財産庁を対象として世界知的所有権機関（WIPO）が開催した特許文書における

OCR の利用に関するトレーニングに参加した。OCR ソリューションは特許の公開・

付与に関する文書の記述や図表を抽出しデジタル化することを目的として WIPO が

開発したもの。文書の内容を XML 及び HTML 形式で利用できるようになる。 
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日付 2018 年 12 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-recebe-especialistas-de-marcas-do-japao-para-
treinamento 

タイトル INPI、マドリッド協定に関するトレーニングのため日本の商標専門家らと会合 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 4～6 日、同庁の商標審査官を対象に、日本国

特許庁（JPO）の鈴木氏及び渡辺氏両専門家を講師として迎え、マドリッド協定に

関するトレーニングを実施する。開会の席には、INPI のルイス・ピメンテル長官、

並びに在リオデジャネイロ日本国領事館の鹿児島領事、オオノ経済班補佐役が出席

した。 

 

日付 2018 年 12 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/politica/6015325/privatizar-correios-nao-esta-na-pauta-agora-
diz-futuro-ministro 

タイトル 次期科学技術大臣、国営郵便公社の民営化は現時点で検討していないと発言 

 

日付 2018 年 12 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-firma-acordo-de-cooperacao-tecnologica-com-porto-
digital-e-oab-pe 

タイトル INPI、Porto Digial 及び OAB/PE と技術協力協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は、12 月 7 日、ブラジル弁

護士会ペルナンブコ支部（OAB/PE）が主催した第 2 回知的財産・芸術・文化・事業

家精神・イノベーション委員会全国会合に参加した。イノベーションと事業家精神

に関するパネル講演の後、INPI 長官はエドワルド・ベンフィカ ペルナンブコ地域普

及課長とともに、Porto Digital 及び OAB/PE との技術協定への署名を行なった。この

協定は、クリエイティブ経済や情報技術分野のインキュベーターである Porto 

Digital テクノロジーパーク内で活動する企業に対する知的財産文化の普及や評価・

指導における協力活動を目的とするもの。具体的には、科学技術の知識・経験交流

や情報交換、教育研究機関における共通の関心事に関する講習・プログラム・プロ

ジェクトの実施、共同活動に参加する関係機関同士の技術・メンバー間の交流、

OAB/PE 及び Porto Digital の講堂やラボの共同利用などが盛り込まれている。 
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日付 2018 年 12 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://vejasp.abril.com.br/blog/poder-sp/prefeitura-vai-aumentar-cerco-a-camelos-
irregulares-no-bras/ 

タイトル サンパウロ市役所、ブラース地区周辺の違法露店の取締りを強化 

 

日付 2018 年 12 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2018/12/08/anatel-bloqueia-celulares-
piratas-a-partir-deste-sabado-em-mt.ghtml 

タイトル 国家電気通信庁、マトグロッソ州での「海賊版」携帯電話のブロックを 8 日から開

始 

 

日付 2018 年 12 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-divulga-relatorio-de-atividades-de-2018-no-seu-
aniversario 

タイトル INPI、創立記念日に 2018 年度活動報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、48 回目の創立記念日となった 12 月 13 日、予備デ

ータに基づく 2018 年度の活動報告書を公表した。本年は、特許・商標部門の生産

性の大幅な向上とバックログ件数に削減に特徴づけられた年であった。また同庁の

現行の運営体制が発足して 4 年を経たことから、2015～2017 年の活動報告書もサ

イト上に掲載されている（2017 年のみポ英版あり）。 

 

日付 2018 年 12 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-fica-acima-da-media-no-levantamento-de-
governanca-do-tcu 

タイトル INPI、連邦会計検査院のガバナンス調査で平均点以上を獲得 

要約 連邦会計検査院（TCU）が実施した公的部門のガバナンス状況に関する 2018 年度の

調査で、ブラジル産業財産庁（INPI）は、調査対象となった全 498 機関及び公営企

業の平均値を上回る評価結果を得た。公共機関運営・ガバナンス、公的ガバナン

ス、人材管理能力、IT 管理能力、契約管理能力の 5 つの指標からなるもので、同じ

種類や分野、さらに全機関の平均値を集計している。 
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日付 2018 年 12 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/uniao-cede-edificio-a-noite-ao-trf-da-2a-regiao 

タイトル 連邦政府、A Noite ビルを第 2 管区連邦地方裁判所に譲渡 

要約 リオデジャネイロ市内のマウアー広場にある国が所有する A Noite ビルの譲渡契約

が、この 12 月 7 日に締結された。これに伴い、同ビルは計画開発管理省国有資産

局から第 2 管区連邦地方裁判所に譲渡された。 

 

日付 2018 年 12 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 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-registra-alta-em-decisoes-e-queda-em-estoque-de-
pedidos 

タイトル INPI、2018 年の決定件数が増加しバックログ件数は下落 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は本年、前年と比較して決定件数の大幅な向上を実現

し、バックログの削減と決定に要する期間の短縮が図られた。商標分野では、承

認・拒絶・保管処分の 3 種類の決定件数が 258,823 件から 376,070 件と 45%増加。

バックログ件数は新規出願件数の 1 割増を入れても 358,776 件から 189,122 件と

47%の減少となった。審査期間も、異議申立てを伴った場合で 48 ヶ月から 13 ヶ

月、伴わなかった場合で 24 ヶ月から 12 ヶ月へと短縮した。意匠では、決定件数は

9,122 件から 13,350 件と 46%増加、バックログ件数は 9,288 件から 2,533 件と 74%

減少した。決定までの期間は 16.5 ヶ月から 13.7 ヶ月へと短縮している。特許で

は、決定件数は前年の 44,871 件に対し 42,680 件と 5%減少したものの、決定件数が

出願件数を上回ったことからバックログは 225,115 件から 207,195 件と 8%の削減を

見せた。決定までに要する平均期間は 10.2 年から 10 年に短縮した。 

 

日付 2018 年 12 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 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-reuniao-do-comite-de-gestao-da-pi-da-anpei-1 

タイトル INPI、Anpei の知的財産管理委員会の会合を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 12 日、全国革新的企業研究開発協会（Anpei）

の知的財産管理会合の年内最後となる会合を開催した。主に意匠マニュアルの改正

点について協議された。アンドレー・バロウシエル商標・意匠・地理的表示部長

は、この委員会会合で示された多くの提案がマニュアル改正の際に考慮されたと述

べ、マニュアルの公開の際には、INPI に寄せられた全ての提案内容も公開するとし

た。会合ではさらに、INPI のマウロ・マイア執行部長が 2015～2018 年の間の INPI

の成果として支出削減と生産性の向上について説明。2018～2021 年の戦略計画に

ついても発表を行なった。 
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日付 2018 年 12 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-propriedade-intelectual-e-
inovacao-na-amazonia 

タイトル INPI、アマゾン地方にて知的財産と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）は 12 月 12 日、パラー州工業連盟（FIEPA）で開催され

たアマゾン地方知的財産・イノベーションセミナーに参加した。本イベントは、ア

マゾナス・バイオテクノロジー協会が同地域の企業家、伝統的コミュニティー、学

会、イノベーション技術センター（NITs）を対象に開催したもの。特許、バイオテ

クノロジー、ブロックチェーンについて協議が行われた。 

 

日付 2018 年 12 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/pesquisador-do-inpi-e-condecorado-pela-marinha-do-
brasil 

タイトル ブラジル海軍、INPI 研究員を叙勲 

要約 12 月 13 日、ブラジル産業財産庁（INPI）の審査官ドウグラス・マシャード・ラモ

ス ブラジリア連邦直轄区渉外コーディネイターは、ブラジル海軍よりタマンダレー

勲章の叙勲を受けた。1957 年に創設されたこの叙勲制度は、海軍の伝統の強化も

しくは広報の面で顕著な貢献を果たした市民・軍人や機関を表彰することを目的と

したもの。授賞式には INPI のルイス・ピメンテル長官も参加した。 

 

日付 2018 年 12 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 Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/economia/receita-federal-destroi-100-mil-receptores-piratas-
de-sinal-de-tv-por-assinatura-23302826 

タイトル 国税庁、ケーブルテレビの違法受信機 10 万台を破壊 

 

日付 2018 年 12 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-promove-encontro-de-grupos-de-pesquisa-em-pi-em-
parceria-com-a-unirio-e-o-trf2 

タイトル INPI 、UNIRIO 大学・連邦地方裁判所の協力の下、知的財産研究グループ会合を開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の知的財産・イノベーション・開発アカデミーは、12

月 14 日、リオデジャネイロ州連邦大学（UNIRIO）及び第 2 管区連邦地方裁判所

（TRF2）の協力の下、リオデジャネイロ州公的機関・高等教育機関知的財産研究グ

ループの第 1 回会合を開催した。このイベントは知的財産に関連するテーマについ
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て協議を行なうことを目的としたもので、工業分野や市場へのアクセスにおける知

的財産の影響、標識に関連する昨今の課題、知的財産と開発・公共政策の関連につ

いて話し合われた。INPI のルイス・ピメンテル長官は、この会合を通じて判例や知

的財産権に影響を与える行政決定に関する協議を深めることの重要性を強調。同庁

が自身の方針をより正しく策定するために広く提案を受け付けた一例として、意匠

マニュアルの作成活動を紹介した。 

 

日付 2018 年 12 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 Exame ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://exame.abril.com.br/economia/direito-autoral-e-essencial-para-a-producao-dentro-
da-economia-criativa/ 

タイトル クリエイティブ経済における制作活動には著作権保護が不可欠 

 

日付 2018 年 12 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 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-dez-15/opiniao-camara-deputados-aprova-inova-
simples-startups 

タイトル 連邦下院議会、スタートアップ企業向けの Inova Simples 制度を承認 

 

日付 2018 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2018/12/17/homem-que-vendia-relogios-
famosos-falsificados-e-preso-na-barra-da-tijuca.ghtml 

タイトル バーハ・ダ・チジューカ地区でブランド腕時計の模倣品を販売していた男性を拘束 

 

日付 2018 年 12 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/mdic-destaca-projetos-concluidos-em-2018-e-agradece-
empenho-das-equipes-em-reuniao-do-cge 

タイトル MDIC、2018 年度の事業を振り返り、職員の努力をねぎらう 

要約 商工サービス省（MDIC）のマルコス・ジョルジェ大臣は 12 月 17 日、ブラジリア

にて、同省の戦略計画を審議する上位組織である戦略統治委員会の第 11 回会合を

開催した。この会合は、12 月に完了見込みであった 36 の取組み、すでに完了して

いる政策や、MDIC の 2016～2019 年期戦略計画・MDIC システムの 2018 年業務効率

化計画・当地活動計画の進捗状況の評価を目的として開催された。この MDIC シス

テムにはマナウス・フリーゾーン監督庁（Suframa）、国立工業度量衡・品質規格

院（Inmetro）、ブラジル産業財産庁（INPI）、ブラジル工業開発庁（ABDI）が含ま
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れる。同大臣によると、戦略計画の取組みのうち、年度末時点で 73%が実施され、

47%にあたる 60 の取組みが完了しているといい、2017 年 2 月に開始された実施計

画は 2019 年 12 月末に定められた期限へ向けて着実に履行されていると述べた。活

動の進捗状況の報告の後、同大臣は Doing Business のような国際的な報告書に反映

され、様々な機関から表彰を受けているのは我々の努力の結果であるとしたうえ

で、委員会に出席した各部門代表者らに対してそれぞれの職員への謝意を伝えるよ

うに述べた。 

 

日付 2018 年 12 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/embaixador-da-dinamarca-visita-inpi 

タイトル ブラジルとデンマーク、知的財産分野の協力について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のルイス・ピメンテル長官は 12 月 20 日、リオデジャ

ネイロ市内にて、ニコライ・プリッツ在ブラジル・デンマーク大使の訪問を受け

た。会合では、産業財産分野での両国間の協力活動について協議された。 

 

日付 2018 年 12 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-apresenta-quarto-boletim-trimestral-do-ibepi 

タイトル INPI、IBEPI の第 4 四半期報告書を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12 月 20 日、イベロアメリカ産業財産プログラム

（IBEPI）の幹事国として、同プログラム運営に関する第 4 四半期報告書を公表し

た。この報告書では、特許文書に含まれる技術情報の利用に関する利用者向けサー

ビスを中心とした 2019 年の年間活動計画の策定について触れられている。またこ

の第 4 四半期に見られた進展としては、ソーシャルメディアにおける同プログラム

の広報活動を強化するためのコンサルタントの決定を挙げている。この広報活動は

2019 年いっぱい行われる予定。IBEPI は産業財産の戦略的利用を通じて開発やイノ

ベーション、生活品質の向上を図る目的で実施されているもので、現在 14 カ国が

参加している。2019 年からは幹事国はコロンビアとなり、同国の商工監督局の産

業財産権副局が担当する。 

 

日付 2018 年 12 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/2018/12/liminar-barra-entrega-de-genericos-
contra-hepatite-c-para-15-mil-pacientes.shtml 

タイトル 1 万 5 千人の C 型肝炎患者向けジェネリック医薬品の引渡しが差し止め命令で阻止

される 
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日付 2018 年 12 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/pa/para/noticia/2018/12/22/policia-apreende-mais-de-mil-
brinquedos-piratas-no-centro-comercial-de-belem.ghtml 

タイトル ベレン中心部の商業地区で模倣品の玩具 1 千点以上を警察が押収 
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