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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.29（2019年 3月分） 

2019年 4月 2日発行 

日付 2019 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-mar-02/deborah-lopes-protecao-excepcional-marca-
alto-renome 

タイトル ブラジルにおける著名商標の特別な保護 

 

日付 2019 年 3 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-amplia-piloto-de-exame-prioritario-de-patentes-para-
microempresas 

タイトル INPI、零細企業向け特許優先審査パイロット事業を延長 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、小・零細企業が出願する特許の優先審査を行なう

MPE 特許パイロット事業の実施期間を 1 年間延長することとなった。当事業の 4 期

目の実施を定めた INPI 決議は 3 月 1 日付で署名され発効しており、間断なく延長さ

れることとなった。同決議は 3 月 12 日に発行される産業財産官報（RPI）にて公示

される予定。 

 

日付 2019 年 3 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-e-ompi-lancam-cursos-avancados-de-pi-a-distancia 

タイトル INPI、WIPO と知的財産遠隔講習の上級コースを開設 

要約 3 月 14 日 14 時より、リオデジャネイロ市内の世界知的所有権機関（WIPO）ブラジ

ル支部の講堂にて、ブラジル産業財産庁（INPI）と WIPO が共同実施する知的財産

遠隔講習の上級コースの発表セミナーを開催する。このイベントには、WIPO アカ

デミーのシェリフ・サアダラー代表及び INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルター

ド長官も参加する。知的財産講習上級コースはポルトガル語で実施され、テーマに

は特許、商標、意匠、地理的表示、特許情報検索、特許文書の基礎などが含まれ

る。INPI と WIPO が実施する知的財産遠隔講習は、2012～2018 年の間に 1 万 7 千人

以上が受講しており、今回の上級コースは一層の人材育成推進を目的として導入さ
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れる。募集人数、受付開始・講習の時期、受講料などの詳細は、追って公表する予

定。 

 

日付 2019 年 3 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/novas-normas-para-indicacoes-geograficas-entram-em-
vigor 

タイトル 地理的表示の新規則が発効 

要約 地理的表示の登録条件を規定した 2018 年 12 月 28 日付細則第 95 号が、この 3 月 3

日より発効している。2013 年付細則 25 号を置き換えるもの。この細則における新

たな規定には、利用規則の呼称が技術特性ノートに変更された点や、製品やサービ

ス名を含む地理的表示への変更、及び地理的表示を示す絵柄・図柄の変更が可能と

なったことなどが含まれる。この細則第 95 号は、産業財産官報（RPI）2504 号に公

示されている。 

 

日付 2019 年 3 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-ompi-iniciam-2a-edicao-do-curso-de-verao-de-pi 

タイトル INPI、WIPO 主催の知的財産夏期講習の開会式に参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 3 月 11 日、世界知的所有権機関（WIPO）が実施す

る知的財産夏期講習の開会式に参加した。INPI とブラジル産業財産協会（ABPI）の

協力のもと実施されるもの。INPI のフェリペ・オリベイラ イノベーション普及総合

コーディネーターはその席上で、ブラジルの技術・経済・社会開発及び国内企業の

競争力向上には、この国の現実に即した知的財産のあり方を考えることのできる専

門的人材の育成が必要だと語った。この講習は、産業財産分野の専門家らによる講

演のほか、トピックに応じたグループディスカッションやケーススタディーなどか

ら成り、2 週間の期間で実施される。 

 

日付 2019 年 3 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/03/11/internas_econ
omia,742068/pirataria-e-streaming-sao-ameaca-a-tv-por-assinatura.shtml 

タイトル 海賊版やストリーミングがケーブルテレビの脅威に 
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日付 2019 年 3 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 Globo Rural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Agricultura/Soja/noticia/2019/03/globo-
rural-tmg-obtem-patente-do-inpi-para-metodo-de-controle-da-ferrugem-da-soja.html 

タイトル TMG、INPI にて大豆さび病管理手法の特許を取得 

 

日付 2019 年 3 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/abertas-inscricoes-para-cursos-avancados-de-pi-a-
distancia 

タイトル 産業財産遠隔講習上級コースの申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）の協力のもとで実施

する産業財産遠隔講習で新設された上級コースの申込受付を開始した。今回開講さ

れるのは、特許に関する DL 301P BR と、商標・意匠・地理的表示に関する DL 302P 

BR の 2 コース。ポルトガル語で実施され、それぞれ 150 時間のカリキュラムとな

っている。受講料は、学生 40 ドル、一般向けが 60 ドルであるが、政府機関職員に

は受講料が補助される可能性がある。申込受付は 4 月 5 日まで行われ、講習は 4 月

9 日から 7 月 19 日まで開かれる。 

 

日付 2019 年 3 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/cursos-avancados-de-pi-sao-lancados-pela-parceria-inpi-
ompi 

タイトル INPI、WIPO との協業により産業財産講習上級コースを開講 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官、世界知

的所有権機関（WIPO）アカデミーのシェリフ・サアドラー会長、及び同ブラジル

支部のジョゼ・グラサ・アラーニャ部長は 3 月 14 日、リオデジャネイロ市内にて

行われた INPI・WIPO 協力により実施される 4 種類の遠隔講習上級コースの発表会

に参加した。これらの講習はポルトガル語で実施され、特許・商標・意匠・地理的

表示・特許情報検索・特許文書作成の基礎などがテーマとなる。特許と商標・意

匠・地理的表示に関する 2 講習は 4 月 8 日～7 月 19 日まで開講し、申込受付は 4

月 5 日まで行われる。残る特許情報検索、特許文書作成の 2 講習は 9 月から 12 月

にかけて実施される予定で、申込受付時期は追って案内される予定。INPI が WIPO

と共同で実施する産業財産遠隔講習には、2012 年から 2018 年までの間に 4 万 4 千

人が修了している。 
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日付 2019 年 3 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/brasil-amplia-acordo-com-dinamarca-para-modernizar-
setor-publico-e-de-propriedade-intelectual 

タイトル 公共部門及び知的財産分野の近代化へ向けたデンマークとの協定を延長 

要約 ブラジル政府は 3 月 21 日、2015 年以来実施されているイノベーション分野におけ

るデンマークとの戦略的協力事業の期間を延長した。この協力事業の次フェーズと

して、今後 3 年間、ブラジル政府のデジタル・トランスフォーメーションやブラジ

ルにおける産業財産分野の強化に焦点を置いた活動が、デンマークによる経験の共

有を受け実施される。この中では、特許審査プロセスの最適化を目的としたデンマ

ーク特許商標庁（DKPTO）による INPI 審査官に対するトレーニングの提供も計画さ

れている。また、この事業への招待国としてアルゼンチンも参加する。この戦略的

協力事業は、ブラジル経済省、INPI、並びにデンマークの産業・企業・経済省、

DKPTO、デジタル化庁、外務省、国際開発庁（DANIDA）により共同実施される。ブ

ラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、ブラジ

リアのデンマーク大使館で開催された本件に関するイベントに出席した。 

 

日付 2019 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/19/policia-do-rj-apreende-1-mil-
cartuchos-de-tinta-para-impressora-falsificados.ghtml 

タイトル リオデジャネイロ州警察、プリンタ用インクカートリッジの模倣品 1 千点を押収 

 

日付 2019 年 3 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 Veja São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://vejasp.abril.com.br/blog/poder-sp/prefeitura-fecha-shoppings-que-vendiam-
brinquedos-pirateados-no-centro/ 

タイトル サンパウロ市役所、市中心部で模倣品玩具を販売していた商業施設を閉鎖 

 

日付 2019 年 3 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-03/governo-pretende-digitalizar-mais-
de-mil-servicos-para-populacao 

タイトル 政府、市民向けサービス 1 千種類をデジタル化 
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日付 2019 年 3 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/brasil/6175651/brasil-e-chile-buscam-apoio-parlamentar-para-
acordo-de-livre-comercio 

タイトル ブラジルとチリ、自由貿易協定に向け議会の支援取り付けを目指す 

 

日付 2019 年 3 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/pi-em-questao-de-22-03-debate-prospeccao-tecnologica 

タイトル 技術展望をテーマに、「産業財産の今」イベントを 3 月 22 日に開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の産業財産・イノベーション・開発アカデミーが主催

するイベント「産業財産の今」は、3 月 22 日に次回会合が開催される。このイベ

ントは INPI 修士学コースが開催する今年度の最初のイベントとなるもので、受講生

には参加義務が課される産業財産分野のセミナー講義の履修単位ともなる。イベン

トは一般にも公開される。 

 

日付 2019 年 3 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 Globo Esporte ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://globoesporte.globo.com/futebol/times/flamengo/noticia/com-tecnologia-para-
evitar-pirataria-nova-camisa-do-flamengo-comeca-a-ser-vendida-sabado.ghtml 

タイトル 模倣品対策技術を用いたフラメンゴの新ユニフォームシャツを土曜日から発売 

 

日付 2019 年 3 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-mar-26/tj-rs-derruba-blog-usava-marca-registrada-
autorizacao 

タイトル 裁判所、登録された商標を許可なく名称に用いていたブログを認めず 

 

日付 2019 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/03/27/produtores-de-soja-de-10-estados-
pedem-deposito-da-bayer-por-royalties-de-semente.ghtml 

タイトル 10 州の大豆生産者が種子ロイヤリティ代金の預託を Bayer 社に要求 
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日付 2019 年 3 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/03/28/operacao-do-deic-
fecha-2-fabricas-suspeitas-de-falsificar-calcados-em-franca-sp.ghtml 

タイトル サンパウロ州文民警察、靴の模倣品を製造した疑いでフランカ市内の 2 工場を閉鎖 

 

日付 2019 年 3 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/ultima-semana-para-inscricoes-nos-cursos-avancados-de-
pi-a-distancia-da-ompi 

タイトル 産業財産遠隔講習の上級講座の申込受付は、来週で終了 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）の協力下でブラジル産業財産庁（INPI）が開催する産

業財産遠隔講習で新設される上級講座の申込受付が、来る 4 月 5 日（金）で締め切

られる。講習は特許に関する DL 301P BR と、商標・意匠・地理的表示に関する DL 

302 BR の 2 種類。ポルトガル語で実施され、それぞれ 150 時間のカリキュラムから

なる。開講期間は 2019 年 4 月 9 日～7 月 19 日。受講料は学生 40 ドル、社会人 60

ドルであるが、政府機関職員には奨学金が支給される可能性もある。 

 

日付 2019 年 3 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/2019/03/29/plenario-pode-votar-projeto-
que-facilita-reconhecimento-de-marca-de-renome 

タイトル 著名商標の承認を容易とする法案が本議会で投票される見通し 

要約 著名商標の特別な保護に関する規則を定めた 2015 年付下院法案第 86 号が、4 月第

1 週中にも上院本会議にて投票される見通しとなった。この法案は、ブラジル産業

財産庁（INPI）に登録された商標の保有者が、当該商標の著名商標としての認定を

いつでも要請できるようにするもの。著名商標として認定されると、その商標は登

録された業態のみならず、全ての分野で保護が認められるようになる。現行法の

1996 年付法令第 9,279 号では、商標保有者が著名商標としての権利を得るタイミン

グに関して明確な規定がなされていない。これまではこの特別な保護を求めるの

に、第三者が対立的な商標を出願した際に INPI に保護を求めるか、もしくは司法に

訴える方法のみしかなかった。この法案により、権利者はブラジル国内で登録され

た商標が著名商標として認定されるよう、いつでも当局に要請ができるようにな

る。また著名商標として認定された場合には、特別な保護を受けた商標であること

を証明する書類も発行されるようになる。 
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日付 2019 年 3 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/rj/rio-de-janeiro/noticia/2019/03/29/agentes-fazem-operacao-
integrada-de-combate-a-pirataria-na-tijuca-zona-norte-do-rio.ghtml 

タイトル タスクフォース、リオデジャネイロ市北部チジューカ地区にて模倣品撲滅合同活動

を展開 
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