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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.33（2019 年 7月分） 

2019年 8月 6日発行 

日付 2019 年 7 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/07/01/veja-como-devem-
ficar-as-exportacoes-de-carnes-acucar-e-etanol-para-uniao-europeia-apos-acordo.ghtml 

タイトル FTA 協定締結後の EU 向け肉類・砂糖・エタノール輸出はどう変わるか 

 

日付 2019 年 7 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-jul-02/tj-rs-condena-empresas-violaram-patentes-
grendene 

タイトル リオグランジドスル州司法裁判所、Grendene 社の意匠権を侵害した靴の販売停止

を命じる 

 

日付 2019 年 7 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/governo-anuncia-medidas-para-estimular-negocios-no-
brasil 

タイトル 政府、ブラジルにおけるビジネス活性化策を発表 

要約 経済省生産性・雇用・競争力特別局（SEPEC）とブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月

3 日、ブラジリアにて、商標・特許の手続きの簡素化と費用・時間の短縮を実現す

るための施策として、ブラジルによるマドリッド協定への批准と特許バックログ削

減計画を発表した。パウロ・ゲデス経済大臣はこれらの取組みについて、産業財産

が今日の国際ビジネスにおいて最も重視されるべき資産であることを鑑み、ブラジ

ル経済にとり画期的な施策になると述べ、またマドリッド協定の批准承認に際して

の連邦議会の協力と、INPI による特許バックログ削減計画の策定に対して祝辞を送

った。INPI のクラウジオ・フルタード長官は、2021 年までに特許バックログ数を

80%削減し、特許出願から付与までの平均期間を 2 年程度に短縮するとした特許バ

ックログ撲滅計画に関し、米国・英国・日本など、ブラジルのみならず他国もかつ

ては抱えていた歴史的な課題を INPI も解決しつつあると述べた。またマドリッド協
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定について同長官は、ブラジル企業が 1,160 レアルで商標を国際的に登録できるよ

うになり、同時に海外で出願されブラジル国内で登録される商標が税収源にもなる

とコメント。批准へ向けて尽力した同庁及び SEPEC の担当チームと連邦議会に謝辞

を述べ、「新しい時代が始まる」とスピーチを締めくくった。 

 

日付 2019 年 7 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/protocolo-de-madri-e-plano-de-combate-ao-backlog-de-
patentes 

タイトル 新しい INPI：マドリッド協定と特許バックログ撲滅計画 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、商標・特許の手続きにおける煩雑な手続き、費用

と時間の軽減を図るための施策を導入する。詳細は、ブラジリアにて 7 月 3 日に経

済省生産性・雇用・競争力特別局（SEPEC）と開催した式典にて発表されたもの。

ブラジルによるマドリッド協定への批准申請は、6 月 27 日にジャイール・ボルソ

ナーロ大統領が署名を行ない、7 月 3 日に世界知的所有権機関（WIPO）に提出され

ており、本年 10 月にも協定に則った運用を開始する見通し。これにより、申請者

は国際出願を 1 度の手続きで済ませることができ、制度内で統一された延長期間・

料金の適用を受けるほか、単一の言語で申請が可能となる。これにより、出願コス

トの低減、登録に要する期間の短縮、手続きの簡素化、複数の国で登録された商標

の管理作業の簡易化といったメリットが期待される。一方の特許バックログ削減計

画は、省庁間省令として今後公布が予定されているもので、INPI 内部の手続きを変

更することにより職員の生産性向上と特許審査に必要な労力を削減することを目的

としている。大きな変更点として、すでに国外で審査が完了したバックログの 8 割

を占める出願特許について、申請元が国内外であるかに関わらず、海外における先

行技術の検索結果を INPI の審査手続きに取り入れる点が挙げられる。この手続きを

経て、場合によっては先行技術書類に関する出願者に対して意見招請が行われ、そ

の回答を得た後に INPI 審査官が特許の付与に関して産業財産法（1996 年付法令

9,279 号）に則った判断を行なうこととなる。第三者からの異議申立てを受けた

り、優先審査プログラムを通じて出願された特許はこのプログラムの対象外とな

る。なお、INPI はこの他にも、高齢者、零細中小企業、科学技術機関、環境関連技

術、PPH 事業など、平均 8 ヶ月程度で特許を付与する優先審査事業も実施してい

る。 

 

日付 2019 年 7 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/governo-pretende-80-o-numero-de-patentes-em-
analise/ 

タイトル 政府、国際協定への批准で商標出願手続きの迅速化へ 
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日付 2019 年 7 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/releases/fncp-campanha-quer-conscientizar-
caminhoneiros-sobre-riscos-do-transporte-de-cargas-contrabandeadas/ 

タイトル FNCP、密輸品の貨物輸送に伴うリスクに関するトラック運転手向け啓蒙キャンペー

ンを展開 

 

日付 2019 年 7 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/dino/pirataria-e-ilegalidade-no-setor-optico-geram-
prejuizo-de-97-bilhoes-a-economia-brasileira/ 

タイトル 眼鏡分野の模倣品と違法品、ブラジル経済に 97 億レアルの損失を及ぼす 

 

日付 2019 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jul-03/habilitar-associacao-direitos-autorais-corrige-erro-
historico 

タイトル 著作権管理を行なう協会の設立により過去の過ちを問いただす 

  

日付 2019 年 7 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/evento-na-ufmg-discute-comunicacao-em-propriedade-
intelectual 

タイトル ミナスジェライス連邦大学にて、産業財産分野の広報活動に関し協議 

要約 ミナスジェライス連邦大学（UFMG）にて 7 月 4 日、第 4 回となる広報担当者向け

の産業財産ワークショップが開催された。世界知的所有権機関（WIPO）との共催

によるもの。広報活動に携わる様々なメディアや専門家ら約 40 人が参加した。本

イベントは、産業財産や技術イノベーション・開発プロセスの重要性に関する理解

を深め、関連テーマでの広報活動を行なううえで活用可能な知識を提供することを

目的としたもの。次回は、ブラジリアにて 9 月に実施される予定。 
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日付 2019 年 7 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2019-07/mandetta-diz-que-pais-nao-
deveria-quebrar-patente-de-medicamentos 

タイトル マンデッタ保健相、国は医薬品特許を決して無効化してはならないと発言 

 

日付 2019 年 7 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-jul-04/opiniao-acordo-mercosul-uedevera-melhorar-
competitividade 

タイトル メルコスル・EU 間の FTA 協定は競争力向上をもたらす 

 

日付 2019 年 7 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/workshop-discute-difusao-do-programa-patentes-verdes 

タイトル ワークショップにて、グリーン特許プログラムの普及について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 6 月 25 日、ブラジリアにて「環境技術の知識管理の

ための国家戦略の構築」と題したワークショップを開催した。経済省イノベーショ

ン副局及び Euroclima+プログラムと共催したもの。本イベントは、環境技術に関連

した出願特許の審査迅速化を目指す INPI のグリーン特許プログラムの普及を目的

に、その戦略立案のための意見や提案を集めるために実施された。プログラムへの

参加を促す方策としては、持続可能性関連技術への支援の適用、手続きの一層の簡

素化、特許による法的安全性の向上といった提案が見られた。一方で、企業におけ

る産業財産のコスト管理の困難さ、産業財産文化の欠如、投資リターンが回収でき

ない懸念、取組み自体の認知不足といった課題も指摘された。本ワークショップの

結果を受けて、提案文書にはコンクールや広報活動、分野別研究の実施が盛り込ま

れた。 

 

日付 2019 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jul-05/stj-mantem-validade-patente-medicamento-aids 

タイトル 高等司法裁判所、エイズ治療医薬品の特許の有効性を保持 
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日付 2019 年 7 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/curso-de-propriedade-intelectual-a-distancia-esta-com-
inscricoes-abertas 

タイトル 産業財産総合遠隔講習の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、世界知的所有権機関（WIPO）と共同で実施する

2019 年度の第 3 期となる産業財産総合遠隔講習（DL 101P BR）の申込受付を開始し

た。WEB 上の WIPO 遠隔講習プラットフォームにて 8 月 2 日まで受付中で、2 千人

を募集している。開講期間は 8 月 6 日～10 月 4 日。75 時間のカリキュラムを通じ

て、商標・特許・著作権・意匠・地理的表示・不公正な競争・国際条約などの産業

財産に関連するテーマについて、ブラジル法令に即した理解を深められる内容とな

っている。 

 

日付 2019 年 7 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/protocolo-de-madri-saiba-como-dar-entrada-no-pedido 

タイトル マドリッド協定：出願方法について 

要約 7 月 2 日、ブラジル政府が世界知的所有権機関（WIPO）にマドリッド協定への批准

を正式に文書で届け出たのに伴ない、ブラジル国内でも 2019 年 10 月 2 日に協定が

発効する。同日以降に、マドリッド協定に則してブラジル国外での商標登録を希望

する場合は、ブラジル産業財産庁（INPI）に対し国際出願を行なうことになる。複

数区分での出願及び共同出願も認められる。連邦納付票（GRU）の払込みを通じた

電子出願手続きが必要で、国内出願でも利用されている E-marcas（電子商標システ

ム）の MM2 フォーマットに、英語もしくはスペイン語で記入を行なう。ブラジル

国内での商標登録を希望する海外の出願者についても、マドリッド協定に則った出

願が可能となる。 

 

日付 2019 年 7 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/07/08/melao-de-mossoro-esta-
entre-produtos-brasileiros-protegidos-em-acordo-do-mercosul-com-a-uniao-
europeia.ghtml 

タイトル モソロー産メロン、メルコスル・欧州間 FTA 協定で「保護」対象産品に 
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日付 2019 年 7 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/inpi-concede-registro-de-indicacao-geografica-para-
pirenopolis 

タイトル INPI、ピレノーポリス市の民芸品に対して地理的表示の登録を認可 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 9 日、ゴイアス州ピレノーポリス市の銀細工へ

の原産地表示としての地理的表示の登録を認めた。同日付の産業財産官報（RPI）

に公示されたもので、ピレノーポリス銀細工民芸作家文化・エコロジー協会

（ACEAPP）に対して付与が行われた。同協会によると、同市では、1980 年代に金

銀細工経験者が多数移住したことにより銀細工の制作が始まったとされる。年月を

経るにつれ民芸作家の数が増加し、「銀の首都」と呼ばれるほどにローカルビジネ

スに大きな影響を及ぼすに至った。ピレノーポリス市の地理的表示は、ゴイアス州

内では 2 件目となるもので、2016 年にはマラ・ホーザ地域で生産されるサフラン

製品に対して付与されている。 

 

日付 2019 年 7 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/saiba-como-ficam-os-exames-prioritarios-de-patentes-
apos-a-uniformizacao 

タイトル 特許優先審査の要件統一後の手続きについて 

要約 優先審査制度を用いた特許出願手続きの簡素化と迅速化を目的として、ブラジル産

業財産庁（INPI）は今月 7 月、優先審査制度別に定められていた手続きや要件を統

一した新たな出願制度を導入した。この変更により、優先審査制度の利用可否の判

断が 1 ヶ月以内に行われるようになり、審査も 4 ヶ月以内に開始されるようにな

る。この制度変更は、2019 年付 INPI 決議第 239 号と DIPRA 細則第 1 号に基づくも

の。大きな変更点は次の 4 つとなっている。(1) 要件の統一化：全ての出願特許に

対して、出願公開と審査料の請求が義務付けられる一方で、優先審査制度の趣旨に

直結した要件が優先審査事業毎に設けられる。(2) 内部手順の優先化：INPI 内部で

の出願から付与までの手続きが、一貫して優先的に行われる。(3) サービスコード

の変更：出願前に連邦納付票（RGU）を生成し、有料の場合には支払う必要があ

る。GRU 生成の際のサービスコードを利用者に分かりやすいよう改定した。(4) 手

続きコードの新設：優先審査制度下での要件評価の全過程の情報を INPI が開示する

にあたり、新たに統一された手続きコードを用いる。 

 

日付 2019 年 7 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 Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/algodao-produtores-entram-com-pedido-de-anulacao-
de-patente-de-semente-da-bayer/ 

タイトル 生産者らが Bayer 社の綿花種子の特許無効化を請求 
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日付 2019 年 7 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-jul-11/olhar-economico-registro-internacional-marcas-
prestes-facilitado-brasil 

タイトル 商標の国際登録がブラジルで間もなく利用可能に 

 

日付 2019 年 7 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-institui-grupo-de-trabalho-para-elaboracao-do-1o-
manual-de-ig 

タイトル INPI、地理的表示マニュアルの初版作成にあたりワーキンググループを設置 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、地理的表示マニュアルの初版の策定にあたりワー

キンググループを設置した。このマニュアルは、出願内容の構築が容易となるよう

に地理的表示の出願に必要な要件を 1 ヵ所にまとめたものとなる。地理的表示の定

義や種類に関する基礎的な情報に加えて、その保護の対象となるもの・ならないも

のの区別を明確にし、出願手順を解説したマニュアルとなる。発行後には、出願数

の増加と、出願後の要件確認の業務削減に伴う地理的表示付与に要する時間短縮を

見込んでいる。世界知的所有権機関（WIPO）によると、ブラジルと同様の地理的

表示の保護を実施している国は世界で 9 カ国に留まるという。そのため、海外にお

けるマニュアル作成の経験交流を目的として、7 月 2～4 日にポルトガル・リスボ

ンで開催された世界地理的表示シンポジウムにてイゴール・マルチンス審査官がポ

ルトガル語圏における地理的表示の取組みを紹介した際には、シンポジウム参加者

らの注目を集めることとなった。 

 

日付 2019 年 7 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/educacao/noticia/2019/07/17/future-se-leia-a-integra-da-proposta-
do-mec-sobre-mudancas-na-gestao-das-universidades-federais.ghtml 

タイトル 連邦大学運営上の変更に関する教育省の提案「Future-se」の内容全文 

 

日付 2019 年 7 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-epo-ampliam-sua-cooperacao 

タイトル INPI、EPO との協力関係を強化 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と欧州特許庁（EPO）は 7 月 17 日、協力関係の拡大で

合意した。ドイツ・ミュンヘンで開催されたポルトガル語圏各国の産業財産事務所

と EPO の間で行われた会合の席で、EPO のアントニオ・カンピノス長官と INPI の



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

 8 8 8 8 8 8 

クラウジオ・フルタード長官が共同宣言に署名を行なったもの。この共同宣言で

は、INPI における出願特許の検索・審査能力の強化を目的としたパイロット事業を

実施することを定めた覚書に基づき、今後両機関が協働していくことに合意した。

INPI 長官は、同庁の近代化に際して EPO とのパートナーシップの拡大は欠かすこと

ができないものであり、産業財産分野における世界の主役の仲間入りを目指すブラ

ジルの発展の柱となるものだとその意義を強調した。会合では同時に、13 億件の

リファレンスを有する EPO の特許検索システム EPOQUE Net に対する、INPI からの

アクセス利用の期間延長に関する合意文書も取り交わされた。 

 

日付 2019 年 7 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/patentes-mailbox-tem-validade-de-20-anos-contados-do-
pedido 

タイトル 第 2 管区連邦地方裁判所、メールボックス特許の有効期限を決定 

要約 第 2 管区連邦地方裁判所（TRF2）は 6 月 27 日、ブラジルにおけるメールボックス

医薬品特許の有効期間について、ブラジル産業財産庁（INPI）に出願が行われた日

から起算して 20 年間を上限とする決定を行なった。アイルランド・ダブリン市の

トリニティ・カレッジから請求されていた反復的請求の係争解決（IRDR）に対する

決定として下されたもの。メールボックス特許とは、1995 年 1 月 1 日～1997 年 5

月 14 日に出願された医薬品特許の呼称である。製薬業界からは、これら特許の有

効期間は特許の付与日から起算して 10 年間とされるべきとの主張が行われてい

た。ブラジル産業財産庁（INPI）の審査に多大な期間を要していたことが背景にあ

り、この主張に従い特許が付与された時点から有効期間を起算することができれ

ば、産業財産法に規定される出願日から 20 年間の有効期間に加えてさらに保護期

間を延長でき、大手製薬会社には有利な判断となるはずのものだった。TRF2 の今

回の判断内容は、同裁判所が管轄するリオデジャネイロ、エスピリトサント両州に

おける同様の係争案件で適用されるようになる。 

 

日付 2019 年 7 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-lancara-sistema-de-acesso-a-pareceres 

タイトル INPI、見解書参照システムを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）は、出願特許の審査の際に作成され産業財産官報

（RPI）に公示される見解書を、ユーザーが迅速に入手できるシステムの構築を完

了させつつある。これは 7 月 15 日に、ブラジル産業財産職員協会（ABAPI）、ブラ

ジル産業財産協会（ABPI）との会合の席で発表されたもの。システムは 8 月に稼働

する予定で、手続きコード 6.20（事前審査見解書）、6.21（他国の産業財産庁によ

り実施された特許文書検索を伴う見解書）、6.22（他国の産業財産庁による検索を

伴わない見解書）に沿った見解書の閲覧やダウンロードが可能となる。この取組み

は、審査官が作成した文書へのアクセスを容易とすることを目的に、バックログ撲

滅計画の一環として実施されているもの。 
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日付 2019 年 7 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 サイト Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/mundo/imprensa-pelo-mundo-destaca-falsificacao-de-ferraris-e-
lamborghinis-em-sc/ 

タイトル 世界中のメディアが、サンタカタリーナ州におけるフェラーリやランボルギーニの

模倣品製造行為に注目 

 

日付 2019 年 7 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 パラナ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.aen.pr.gov.br/modules/noticias/article.php?storyid=102961&tit=Acordo-
Mercosul-Uniao-Europeia-valoriza-produtos-tipicos-paranaenses 

タイトル メルコスル・EU 間 FTA 協定、パラナ州の特産品の価値を向上 

要約 メルコスルと EU の間で政治合意に達した FTA 協定は、地理的表示を有するパラナ

州の特産品に新たな市場の門戸を開くものとなる。EU は、ブラジルの農産品 36 種

類について地理的表示を認識することを明らかにしたが、そのうち 6 点がパラナ州

の産品となっている。ノルチ・ピオネイロのコーヒー、サン・マテウス・ド・スル

のマテ茶の葉、マリアウヴァの食用ブドウ、カルローポリスのグアバ、オルチゲイ

ラ及びパラナ州西部の蜂蜜が保護の対象となっている。パラナ州のノルベルト・オ

ルチガラ農業供給局長は、地理的表示の登録を有し産地が知られた製品は、国際水

準に沿った品質であると認識され、製品としてより有利な条件を有することになる

と説明した。 

 

日付 2019 年 7 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/cotidiano/2019/07/governo-quer-rever-modelo-de-
parcerias-para-producao-de-remedios.shtml 

タイトル 政府、医薬品製造に係るパートナーシップ・モデルの見直しを検討 

 

日付 2019 年 7 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-inicia-publicacoes-relativas-ao-plano-de-combate-ao-
backlog-de-patentes 

タイトル INPI、特許バックログ削減計画における最初の公示を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、7 月 23 日付の産業財産官報（RPI）上で、特許バ

ックログ削減計画に基づいた事前通知（コード 6.21）で処理される最初の案件に関

する公示を行なう。この処理手順は、2019 年付決議第 241 号の規定に基づき、他
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国の知財庁で実施された先行技術の検索報告書を INPI で行われる特許審査に取り込

んだもの。事前通知の公示は、出願人が言及されている文書に関し意見表明を行な

い、必要に応じて出願内容の補正を行なえる機会を設けることを目的として実施さ

れる。出願人からの回答があった場合のみ、INPI 審査官がブラジルの産業財産法

（1996 年付法令第 9,279 号）に基づいて特許付与の可否を判断する。この事前通知

の公示に関する利用者側向けの周知は、過去 3 回にわたり INPI が RPI 上にて行なっ

ている。 

 

日付 2019 年 7 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-apresenta-plano-de-combate-ao-backlog-de-
patentes-para-nits 

タイトル INPI、特許バックログ削減計画を技術イノベーション機関向けに説明 

要約 社会との対話を深めることを目的として、ブラジル産業財産庁（INPI）は、リオデ

ジャネイロ市内の大学や研究機関等を主とした技術イノベーション機関（NITs）の

代表者らを迎え、特許バックログ削減計画に関する説明会を実施した。同庁のリア

ネ・ラージェ特許部長が、審査を待つ出願特許の件数を 2021 年までに 80%削減

し、特許の付与までに要する平均期間を出願日から約 2 年以内にまで短縮すること

を目的とした本計画の主要点について説明を行なった。 

 

日付 2019 年 7 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-divulga-estudo-sobre-uso-do-sistema-de-pi-por-
startups 

タイトル INPI、スタートアップによる産業財産システムの利用に関する研究報告を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、「スタートアップによる産業財産システムの利

用」と題した調査結果を技術レーダー誌上で公開した。同庁の特許部研究事業課

（DIESP）が実施したもの。この研究は、スタートアップが産業財産資産をどのよ

うに保護し、産業財産システムの利用からどのような便益を得ているかを明らかに

することを目的に実施された。2019 年 5 月までに行われた特許の出願・付与、商

標・意匠・コンピュータプログラム・回路配置利用権・地理的表示・技術移転契約

書の登録について、ブラジルスタートアップ協会（ABStartups）に登録された 2,478

社を対象に分析している。 
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日付 2019 年 7 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 Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://oglobo.globo.com/sociedade/hepatites-virais-diminuiram-7-no-brasil-em-dez-anos-
governo-estima-que-500-mil-tem-doenca-nao-sabem-23823109 

タイトル ブラジルにおけるウイルス性肝炎の感染例が 10 年間で 7%減少、50 万人が感染し

ながらも自ら認識していないと政府は推計 

 

日付 2019 年 7 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/inscricoes-abertas-para-as-versoes-brasileiras-do-dl-318-
e-dl-320 

タイトル DL318、DL320 のブラジル版講習会の申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、特許情報検索（DL 318P BR）と特許出願文書の基

礎知識（DL 320P BR）の 2 つの遠隔講習について、2019 年 8 月 18 日まで受講申込

の受付を実施している。講習は 9 月 4 日～12 月 9 日に実施され、それぞれ 180 時

間のカリキュラムとなっている。世界知的所有権機関（WIPO）が実施する本講習

は、IT や特許文書についてその概念を紹介し、書籍や実際の作業、事例を通じてブ

ラジル国内の規則に沿った理解を深める目的で実施されるもの。受講料は学生 40

ＵＳドル、一般 60ＵＳドル。政府機関職員には奨学金の交付が認められる場合も

ある。 

 

日付 2019 年 7 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/associacoes-da-industria-manifestam-apoio-ao-plano-de-
combate-ao-backlog 

タイトル 工業関連団体が特許バックログ削減計画への支援を表明 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が発表した特許バックログ削減計画に対し、国内産業

を代表する業界団体からの支援表明が相次いでいる。7 月 19 日には、ブラジル・

ファインケミカル・バイオテクノロジー産業協会（Abifina）、国立研究機関協会

（Alanac）、ブラジル国内資本研究産業会（Grupo Farmabrasil）、ブラジル・ジェ

ネリック医薬品工業会（Pró Genéricos）が INPI に対し連名で文書を手交。この中で

これらの団体は、この取組みが新型医薬品特許の有効期限を含めた不確実性の影響

を受けやすい医薬品分野における事業の停滞を防ぎ、イノベーションを奨励し、か

つ投資を加速させるためにも必要不可欠なものであると評価した。これらの団体

は、これまでの INPI によるバックログ削減へ向けた取組みについても一定の認識を

示した上で、新たに提案された解決策がブラジルのビジネス環境の改善をもたら

し、法的な安全性が向上することで一層安価な医薬品をより迅速に市場に提供でき

るようになるとも述べている。 
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日付 2019 年 7 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 サイト UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/07/24/ferraz-brexit-faria-
mercosul-ter-de-firmar-acordo-comercial-so-com-britanicos.htm 

タイトル 経済省貿易局長、Brexit によりメルコスルは英国と別の通商協定が必要になるとコ

メント 

 

日付 2019 年 7 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 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/2019/07/brasil-cai-duas-posicoes-em-ranking-de-
mais-inovadores-e-agora-e-o-66o.shtml 

タイトル ブラジル、イノベーションランキングの順位で 2 つ後退し 66 位に 

 

日付 2019 年 7 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-jul-26/uso-indevido-marca-gera-condenacao-danos-
morais-stj 

タイトル 高等司法裁判所、商標の不適切な利用は精神的損害賠償の請求に足ると判断 

 

日付 2019 年 7 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/encerradas-inscricoes-para-a-3a-edicao-de-2019-do-
curso-geral-de-pi-a-distancia 

タイトル 2019 年度第 3 期の産業財産総合遠隔講習の申込受付を終了 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と実施する 2019 年度

の第 3 期となる産業財産総合遠隔講習（DL 101P BR）の受講者募集は、所定の 2 千

人の申込枠に達したために申込受付を締め切った。本講習では、75 時間のカリキ

ュラムを通じて、商標・特許・著作権・意匠・地理的表示・不公正な競争・国際条

約などの産業財産に関連するテーマについて、ブラジル法令に即した理解を深めら

れる内容となっている。受講は無料。なお、第 4 期については 10 月 2 日の受付開

始を予定している。 
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日付 2019 年 7 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/academia-abre-inscricoes-para-cursos-de-mestrado-e-
doutorado-profissionais 

タイトル INPI アカデミー、職業修士・博士課程の選抜試験の出願受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの産業財産大学院プログラムでは、2020 年

3 月に開講する職業修士・博士課程の選抜試験の出願受付を開始した。修士課程で

20 名、博士課程で 15 名をそれぞれ募集する予定。複数の学問領域を取り扱うプロ

グラムであるため、出願に際して専攻分野は問わない。修士課程は 18 ヶ月、博士

課程は 48 ヶ月間のカリキュラムが組まれ、講義はリオデジャネイロ市内の INPI 本

部で行われる。学費は無料。 

 

日付 2019 年 7 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/reuters/2019/07/29/mais-produtores-no-brasil-
contestam-patente-de-semente-de-soja-transgenica.htm 

タイトル 遺伝子組換え大豆の特許にさらなるブラジルの生産者らが反対を表明 

 

日付 2019 年 7 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-lanca-sistema-e-patentes-parecer 

タイトル INPI が運用を開始した e-特許・見解書システムの利用方法について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、同庁の特許審査官らが作成した文書に利用者がよ

り容易にアクセスし、出願人による意見表明の迅速な実施を可能とするため、e-特

許・見解書システムの運用を開始した。これは特許バックログ削減プログラムの一

環として実施されるもの。INPI 決議 2019 年付第 240 号・241 号に基づき、手続き

コード 6.21・6.22 を用いた事前要件を導入し、他国の知財庁で利用可能な特許文書

検索結果を伴う出願特許に対してはコード 6.21、また他国の知財庁に利用可能な検

索結果がない出願特許に関してはコード 6.22 を付与する。これにより事前要件の

件数増加が見込まれている。利用者は本システムを通じて、出願特許の審査の際に

作成された見解書を参照することが可能となる。先行技術について言及した文書や

見解書は、デジタル認証を伴う PDF ファイル形式で提供される。また、手続きコー

ド 6.21・6.22 が付与された案件で以後に作成される見解書についても、同システム

から参照可能となる。 
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日付 2019 年 7 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/2019/07/acordo-eua-brasil-depende-de-
desfecho-com-eu-diz-secretario-de-comercio-americano.shtml 

タイトル 米国通商代表、米国・ブラジル間の FTA 協定の実現は EU との交渉結果次第と述べ

る 

 

日付 2019 年 7 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 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-do-programa-scaleup-in-brazil 

タイトル INPI、ScaleUp in Brazil プログラムに参加 

要約 ブラジル市場に関心を寄せるイスラエルの革新的企業向けのプログラムを策定する

にあたり、ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 30 日、サンパウロで開催されたスタ

ートアップにおける産業財産保護の重要性をテーマとしたイベント ScaleUp in Brazil

に参加した。INPI は、特許バックログ削減プログラム、ブラジルによるマドリッド

プロトコルへの批准とそれに伴う企業の国際化、イノベーション・エコシステムに

おける INPI の位置づけを説明した。今回の ScaleUp in Brazil は、ブラジル輸出投資

振興庁（Apex-Brasil）、ブラジル・プライベートエクイティ・ベンチャーキャピタ

ル協会が主催したもので、ブラジル市場において法的な安全性を確保しながら自社

の製品・サービスを提供する方法や、必要となる制度についてイスラエルのスター

トアップ向けに理解を深めてもらうことを目的として実施された。 

 

日付 2019 年 7 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 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/com-novo-plano-inpi-tera-servicos-100-digitais 

タイトル INPI、新計画の下で 100%デジタル化されたサービスを提供 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 7 月 31 日、ブラジリアにて、インターネットを活用

したサービス提供の拡大と手続き簡素化を目的とした、デジタル産業財産計画を発

表した。経済省の生産性・雇用・競争力局及びデジタル政府局と、大統領府国家近

代化特別局の協力の下で実施されるもの。この計画では 24 の取組みが予定されて

おり、その 1 つには回路配置利用権の出願をオンラインで実現する e-Chip システム

の導入が含まれている。これによって INPI のサービスは完全にデジタル化されるこ

とになる。この他、窓口・遠隔対応のオンライン予約システム、INPI サービスの利

用に関するインターネットや SMS を用いたフィードバックシステム、AI チャット

ボットを利用した情報提供、新ポータルサイト、ニュースや通知に関するアプリ、

デジタル政府ツールへの統合に伴うログイン方法の統一化、クレジットカード・デ

ビットカード等のオンライン決済方法の導入が計画されている。 
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日付 2019 年 7 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 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/audios/2019/07/cct-inicia-analise-da-reducao-no-
prazo-da-patente-de-remedios 

タイトル 科学技術委員会、医薬品特許の有効期間短縮に関する審議を開始 

要約 上院の社会委員会（CAS）で承認された 2018 年付上院法案第 437 号では、医薬品特

許の有効期限の上限を 20 年とすることが認められる。法案作成者のジョゼー・セ

ッハ上院議員（PSDB 党、サンパウロ州選出）は、この法案がブラジル法令を WTO

の知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（TRIPS 協定）に即したものとするた

めと説明する。CAS で報告者を務めたロマーリオ上院議員（Podemos 党、リオデジ

ャネイロ州出身）は、産業財産権に上限を設けることにより、ジェネリック医薬品

の市場への投入がより容易になると説明した。この法案は、科学技術委員会

（CCT）での審議に回付された。 

 

日付 2019 年 7 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2019/07/31/interna_cidadesd
f,774742/pcdf-deflagra-operacao-contra-a-pirataria-na-feira-dos-importados.shtml 

タイトル 文民警察、ブラジリアの商業施設にて模倣品撲滅捜査を展開 

 

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  
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