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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.32（2019 年 6月分） 

2019年 7月 2日発行 

日付 2019 年 6 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 Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www1.folha.uol.com.br/colunas/painelsa/2019/06/ministerio-publico-abre-
investigacao-sobre-aparelho-que-pirateia-tv-por-assinatura.shtml 

タイトル 検察庁、ケーブルテレビの違法受信機に関する調査を開始 

 

日付 2019 年 6 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 上級司法裁判所（STJ） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.stj.jus.br/sites/STJ/default/pt_BR/Comunica%C3%A7%C3%A3o/noticias/Not%
C3%ADcias/Terceira-Turma-reconhece-prescri%C3%A7%C3%A3o-de-pedido-de-
anula%C3%A7%C3%A3o-da-marca-S%C3%B3cio-Torcedor-pelo-S%C3%A3o-Paulo-FC 

タイトル 第三法廷、サンパウロ FC ファンクラブの商標無効化要請に対し時効を認定 

要約 上級司法裁判所（STJ）第三法廷は、サンパウロ・サッカークラブ（サンパウロ

FC）が商標「ST Sócio Torcedor」には排他性が認められず無効であることの宣言を求

めていた係争で、時効が成立したことを認めた。この時効認定に際して、STJ は商

標を無効とする宣言が当該商標の認められた日から起算して 5 年以内に行われなけ

ればならないとする産業財産法第 174 条の規定を根拠とした。商標自体は 2002 年

に登録され、この無効化の異議申し立ては 2010 年に行われていた。一審では、

「Sócio Tocredor」（「ファンクラブ」の意）の名称要素に対し、登録の際に排他性

を認めないようブラジル産業財産庁（INPI）に命じることで、異議申し立ての一部

を認めていた。二審では、裁判所が時効期間規定の認識を示したものの、商標自体

に合法性が認められない場合にはいかなる時点でもその無効化を宣言することがで

きるとし、時効の宣言は行われなかった。その後ある民間企業より、本件は商標登

録から 5 年を経過しており時効が成立するため、無効化の要請には効力がないとの

特別抗告がなされていた。STJ のナンシー・アンドリッジ判事は、ブラジル産業財

産庁（INPI）が無効化要請に対する時効宣言を過去にも行なってきたと指摘。時効

の成立を確認し、当該商標が有効であるとの判断を行なった。 
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日付 2019 年 6 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/2019-jun-04/empresa-usurpou-marca-jbs-pagara-lucros-
cessantes 

タイトル 競合企業の商標を不適切に使用していた食品メーカーに逸失利益の支払いを命じる 

 

日付 2019 年 6 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-06/moro-mercado-ilegal-de-
produtos-piratas-tem-organizacoes-violentas 

タイトル モーロ大臣、海賊版行為は犯罪組織により支配されていると述べる 

 

日付 2019 年 6 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/noticias/dino/receita-federal-destroi-112-mil-caixas-piratas-de-
tv-por-assinatura,ad304d3e7deb37af69307d252e4c44eayyjac3xq.html 

タイトル 国税庁、ケーブルテレビの違法受信機 11 万 2 千点を破壊 

 

日付 2019 年 6 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/sistemas-ja-estao-funcionando-apos-transferencia-do-
datacenter 

タイトル データセンター移転作業を終え、システムは復旧済みに 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、データセンターの移転作業を無事完了し、6 月 11

日から予定通り全システムの正常運用を再開している。6 月 11 日にはアクセス集

中によりシステムが不安定となる恐れもあるが、INPI のテクニカルチームは迅速に

対処できるように待機している。今回のデータセンター移転により、INPI の IT イン

フラの改善が図られ、INPI のサービス利用者に迅速かつ安定したシステムを提供で

きるようになるほか、年間 79 万 9 千レアルから 37 万 2 千レアルへと 53%の運用コ

スト削減効果が見込まれている。 

 

 

 

 



Copyright©2019 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 3 3 3 3 3 

日付 2019 年 6 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 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/senado-aprova-adesao-do-pais-ao-
protocolo-de-madrid/ 

タイトル 連邦上院議会、ブラジルによるマドリッド協定への批准を承認 

 

日付 2019 年 6 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/ribeirao-preto-franca/noticia/2019/06/13/policiais-do-deic-
apreendem-dois-mil-pares-de-calcados-falsificados-em-franca-sp.ghtml 

タイトル サンパウロ州文民警察、フランカ市にて模倣品の靴製品 2 千点を押収 

 

日付 2019 年 6 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/conhece-o-servico-de-registro-de-software-participe-da-
nossa-pesquisa 

タイトル ソフトウェアの登録サービスをご存知ですか？アンケートにお答えください 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）では、コンピュータ・ソフトウェアの登録サービスの

社会における認識についてより理解を深めるためのアンケート調査を実施してい

る。これはソフトウェア登録の広報活動の改善につなげ、サービスが普及すること

を目的としたもの。アンケートは 7 月 15 日まで行われており、ポータルサイト内

のフォーマットから回答を送信することができる。ソフトウェア登録は完全にオン

ラインで申請が行え、7 日以内での登録が可能となっている。176 か国での保護が

有効となるため、海外ビジネス展開を容易とするツールの 1 つとなっている。ま

た、ソフトウェア保護の法的安全性を高め新市場への展開を促すだけでなく、連邦

政府による公的融資の公募への参加も可能とする制度が用意されている。 

  

日付 2019 年 6 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/2019-jun-15/ana-paula-sa-propriedade-intelectual-brasil-
protocolo-madri 

タイトル ブラジルにおける産業財産とマドリッド協定 
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日付 2019 年 6 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/novas-regras-de-exames-prioritarios-de-patentes-
facilitam-e-agilizam-os-processos 

タイトル 特許の優先審査に関する新規則により手続きが簡素かつ迅速に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、6 月 18 日付の産業財産官報（RPI）にて、手続き

の簡素化と迅速化につながる出願特許の優先審査に関する新規則を公布した。2019

年付決議 239 号及び 2019 年付 DIPRA 細則第 1 号に基づくもので、産業界の要請に

応じた政府の手続き簡素化方針に沿った制度となっている。特許の優先審査事業

は、零細企業や科学技術機関（ICTs）による出願、グリーン環境・医療分野の技

術、PPH 事業など、複数の戦略分野やグループ別に設定されている。今回の変更点

は、利用者の手続きを考慮し、これら優先審査毎に定められていた要件を統一する

もの。この変更により、優先審査制度で出願された特許の受付から手続き開始まで

の期間が 1 ヶ月以内にまで短縮される見込みで、優先審査事業の制度により異なる

ものの審査期間も約 4 ヶ月程度となることが想定されている。また運営上の変更点

としては、サービス及び手続きコードの変更、INPI に対して行われた申請内容の確

認手続きの統一化が図られている。 

 

日付 2019 年 6 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/al/alagoas/noticia/2019/06/17/receita-federal-faz-operacao-para-
apreender-produtos-falsificados-no-centro-de-maceio.ghtml 

タイトル 国税庁、マセイオ市中心部で模倣品押収捜査を実施 

 

日付 2019 年 6 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-se-reune-com-secretaria-de-direitos-autorais-e-
propriedade-intelectual 

タイトル INPI、著作権・産業財産局と協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード氏は 6 月 18

日、市民権省文化特別局著作権・産業財産部（SDAPI）の代表者らとの会合に参加

した。会合では、産業財産に関連した政策や活動に関して協議された。INPI は、特

許の付与や商標登録、ソフトウェア登録の仕組みについての説明を行なった。

SDAPI 側からは、マウリシオ・ブラーガ著作権・産業財産局長、エドゥアルド・ア

マラル官房長、カロリーナ・パンゾリーニ規制政策部長、シルヴァニア・デマルチ

ーニ監督支援部長らが参加した。 
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日付 2019 年 6 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/politica/noticia/2019/06/21/bolsonaro-discursara-em-sessao-
tematica-sobre-tecnologia-e-inovacao-na-cupula-do-g20-no-japao.ghtml 

タイトル ボルソナーロ大統領、G20 にて技術・イノベーションに関するテーマセッションに

て演説の予定 

 

日付 2019 年 6 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ac/acre/noticia/2019/06/21/apos-25-anos-empresario-fecha-uma-
das-ultimas-videolocadoras-de-rio-branco-o-cinema-foi-minha-vida.ghtml 

タイトル リオブランコ市で 26 年間営業していた最後のレンタルビデオ店が閉店 

 

日付 2019 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jun-22/ecad-questiona-lei-isenta-eventos-pagar-direito-
autoral 

タイトル 著作権管理団体、非営利イベントでの著作権支払いの免除を規定する法令に違憲判

断を申し立て 

 

日付 2019 年 6 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 サイト O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://blogs.oglobo.globo.com/ancelmo/post/marcas-brasileiras-sofrem-com-pirataria-
em-outros-paises.html 

タイトル ブラジルの商標は他国で模倣品の標的に 

 

日付 2019 年 6 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/efe/2019/06/25/setor-do-vinho-pede-protecao-as-
indicacoes-geograficas-no-acordo-ue-mercosul.htm 

タイトル ワイン業界、EU・メルコスル FTA 協定交渉における地理的表示の保護を要請 
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日付 2019 年 6 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 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-jun-25/trf-julgar-irdr-patentes-remedios-agroquimicos 

タイトル 連邦地方裁判所、医薬品・農薬特許に関する反復的請求の係争解決の判断を実施 

 

日付 2019 年 6 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/wipo-summer-school 

タイトル フロリアノーポリス市で開催される WIPO サマースクールの申込受付が締切間近に 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）が主催する WIPO サマースクールは、6 月 30 日まで

参加申込を受付けている。本イベントは、2019 年 7 月 15～26 日にサンタカタリー

ナ州フロリアノーポリス市で開催の予定で、講演、ケーススタディー、グループデ

ィスカッションや関係機関が提供する活動が予定されている。学生、政府職員、産

業財産分野の専門家を対象に、商標・特許・ソフトウェア・地理的表示・種苗など

のテーマで理解を深めることのできる内容となっている。本イベントは、ブラジル

産業財産庁（INPI）も協賛している。 

  

日付 2019 年 6 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/academia-lanca-programa-de-estagio-pos-doutoral 

タイトル INPI アカデミー、博士課程修了後のインターンプログラムと新ウェブサイトを発表 

要約 6 月 26 日に開催されたブラジル産業財産庁（INPI）の修士・博士課程修了式にて、

博士課程修了後のインターンプログラム（PDOC）の新設が発表された。産業財

産・イノベーション・開発分野の研究を深めたい博士号を保有する研究者を対象と

したもの。立候補はいつでも可能だが、産業財産分野の修士プログラムの教員から

承認を得ることが必要となり、その教員がインターン生の監督官となる。また同日

には、課外講座、イベント、出版物、学生向けの補助資料などを掲載した INPI アカ

デミー・ウェブサイトの刷新についても発表された。 

 

日付 2019 年 6 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.valor.com.br/brasil/6322905/brasil-vai-aderir-protocolo-internacional-de-
propriedade-intelectual 

タイトル ブラジル、産業財産の国際協定に批准の見通し 
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日付 2019 年 6 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jun-28/prazo-patentes-mailbox-20-anos-pedido-inpi 

タイトル メールボックス医薬品特許、INPI への出願日から 20 年間まで有効と結論 

 

日付 2019 年 6 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/economia/noticia/2019/06/28/acordo-entre-mercosul-e-uniao-
europeia-o-que-preve-o-texto.ghtml 

タイトル メルコスル・EU 間の協定、その規定の内容とは 

 

日付 2019 年 6 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 Notícias Agrícolas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.noticiasagricolas.com.br/noticias/agronegocio/238008-acordo-mercosul-ue-
protegera-a-indicacao-geografica-da-cachaca-na-uniao-europeia.html#.XRjaq-hKguU 

タイトル メルコスル・EU 間 FTA 協定、EU におけるカシャッサの地理的表示を保護 

 

  

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。  
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