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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.34（2019 年 8月分） 

2019年 9月 4日発行 

日付 2019 年 8 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/sp/sao-paulo/noticia/2019/08/01/operacao-apreende-17-toneladas-
de-produtos-falsificados-e-fecha-80-boxes-no-bras-em-sp.ghtml 

タイトル サンパウロ市内ブラース地区で、17 トンの模倣品を押収のうえ 80 店舗を閉鎖 

 

日付 2019 年 8 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 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-evento-sobre-competitividade-
produtividade-e-pi 

タイトル INPI、競争力・生産性・産業財産に関するイベントを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 1 日、リオデジャネイロ工業連盟（Firjan）本部

にて、「競争力・生産性・産業財産：ブラジル開発に際しての課題」と題したセミ

ナーを開催した。経済省生産性・雇用・競争力局（SEPEC）の代表者らが、産業財

産をどのように同省の政策に取り込むかについて紹介した。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、同庁での手続きに要する

時間を短縮し、手続きを簡素化するために実施されている取組みを紹介。特許バッ

クログ削減計画の一環として、職員の勤務時間管理を免除する代わりに、成果に対

してコミットする業務管理型プログラムを試験的に導入することも明らかにした。

同長官は 7 月 31 日に発表したデジタル産業財産計画についても触れ、コンピュー

タプログラム登録サービスのデジタル化、商標バックログの解消とマドリッド協定

へのブラジルの批准といった最近の目立った成果を例に、世界でも最も優れた知財

庁のメソッドや技術を INPI も取り揃えつつあると述べた。 
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日付 2019 年 8 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 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/2019/08/02/programa-patentes-verdes-
pode-virar-lei-analisa-cct 

タイトル 科学技術委員会、グリーン特許プログラムの法令化を認める可能性について審議 

要約 連邦上院議会の科学技術委員会（CCT）は、ブラジル産業財産庁（INPI）のグリーン

特許プログラムを恒久制度化させる 2012 年付上院法案第 518 号を、8 月 7 日にも

承認する可能性がある。現在、同プログラムは同庁の決議で定められており、法律

として制定されるよりもその撤廃が容易なものとなっている。CCT で報告者を務め

るマリーザ・ゴメス上院議員（PP 党、アクレ州選出）は、持続可能な開発を目的

とした新技術を特許化するに際し、高い優先度を保つことを支持。特許の付与に

10 年以上を要することも珍しくない通常の手続きをグリーン技術に適用すること

は望ましくないとした上で、グリーン特許の出願審査を優先的に行なう義務を国に

課すよう法令化した上で、恒久的に優先度を高くしなければならないと述べた。

CCT で承認された場合、この法案は下院議会での審議に回付される。 

 

日付 2019 年 8 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/inpi-e-ministerio-da-cidadania-discutem-boas-praticas-
em-em-registro-de-pi 

タイトル INPI、市民権省と産業財産の普及や登録のグッドプラクティスについて協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、連邦政府の他機関において IT を導入し近代化を支

援するうえでの経験共有を目的として、市民権省に対しコンピュータープログラム

の登録に関する電子申請システム e-Software の紹介を行なった。会合には、同省の

マウリシオ・ブラーガ著作権・産業財産局長らが参加した。さらに、イノベーショ

ン普及活動として、ブラジル国内の学生や専門家の育成を目的に世界知的所有権機

関（WIPO）のプラットフォームを通じて提供されている産業財産遠隔講習や、他

の公的機関や民間団体との間で実施されている INPI とのパートナーシップを通じた

活動成果についても紹介された。 

  

日付 2019 年 8 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 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/2019/08/ccj-aprova-imunidade-tributaria-
para-videogames 

タイトル 上院憲法司法委員会、ビデオゲームへの課税免除を承認 

要約 連邦上院議会の憲法司法委員会（CCJ）は、ブラジル国内で製造されるビデオゲー

ムコンソールやソフトに対する課税免除を全会一致で承認した。2017 年付憲法修

正法案（PEC）第 51 号の規定に対するもの。報告者のテルマーリオ・モッタ上院議

員（Pros 党、ロライマ州選出）によると、この措置によって雇用と所得が創出され

るのみならず、海賊版行為の防止にも資するとされる。 
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日付 2019 年 8 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/pi-em-questao-de-22-08-sera-sobre-registro-de-software 

タイトル 8 月 22 日開催の「産業財産の今」イベントで、ソフトウェア登録について協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーは 8 月 22 日、「IT 市場におけるソフトウェ

ア登録」をテーマとしたイベント「産業財産の今」を開催する。急激な拡大を続け

新ビジネスの可能性も大きく秘めている IT 市場において、ソフトウェアを産業財産

として保護することが与えるメリットについて、専門家らがディスカッションを行

なうもの。参加申込はサイトにて受け付けている。 

 

日付 2019 年 8 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/xi-enapid-esta-com-inscricoes-abertas 

タイトル 第 11 回 ENAPID の参加申込みの受付を開始 

要約 第 11 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）が、「産業財産、ビ

ジネス創出、イノベーション環境」をテーマとして 9 月 3～5 日にリオデジャネイ

ロ市の軍工学財団（IME）で開催される。開催前日の 9 月 2 日には、同じ会場で第

2 回リオデジャネイロ州高等教育機関産業財産分野研究グループ会合も開催され

る。今回の ENAPID は、IME 及びデンマーク商標特許庁（DKPTO）の支援の下、INPI

アカデミーが主催するもの。 

 

日付 2019 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-ago-06/registro-concedido-inpi-nao-relativizado-justica 

タイトル サンパウロ州裁判所、INPI が付与した登録内容について司法が関連性を判断するこ

とは認められないと裁定 

 

日付 2019 年 8 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 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-ago-09/carlos-aidar-clube-cobrar-uso-marca-apostas 

タイトル オンライン賭博における商標利用に対しサッカークラブは対価を請求すべき 
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日付 2019 年 8 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 O Globo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://blogs.oglobo.globo.com/lauro-jardim/post/o-prejuizo-das-tvs-por-assinatura-com-
pirataria.html 

タイトル ケーブルテレビ業界が海賊版行為により被る損失 

 

日付 2019 年 8 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 Jornal do Comércio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornaldocomercio.com/_conteudo/economia/2019/08/697850-pirataria-
volta-ao-foco-do-legislativo-e-de-entidades-do-comercio.html 

タイトル 再び模倣品が議会と商業団体の議論の中心に 

 

日付 2019 年 8 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/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2019/08/13/mais-de-5-mil-pares-de-
tenis-sao-apreendidos-durante-abordagem-a-carreta-na-br-101-no-rn.ghtml 

タイトル リオグランジドノルチ州の国道 101 号線でのトレーラー検問で、5 千足以上の模倣

品シューズが押収される 

 

日付 2019 年 8 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/inscricoes-abertas-para-a-5a-edicao-da-oficina-de-pi-para-
profissionais-de-comunicacao 

タイトル 広報担当者向けの産業財産ワークショップの申込受付を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 9 日、世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジル

工業連盟（CNI）及び市民権省著作権・産業財産局の協力を得て、第 5 回となる

「広報担当者向けの産業財産ワークショップ」を開催する。ブラジリアのブラジル

工業連盟（CNI）で開催され、参加は無料。8 月 23 日まで申込みを受け付けてい

る。本ワークショップでは様々なメディアの広報担当者に産業財産・技術イノベー

ションに関連するテーマを取り扱うほか、産業財産関連の調査に用いる信頼のおけ

る情報ソースの紹介を行なう。 

 

 

 

 



 

Copyright©2019 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 
5 

日付 2019 年 8 月 16 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-infracao-a-direitos-de-
pi-para-juizes 

タイトル INPI、判事を対象とした産業財産権侵害に関するセミナーに参加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は 8 月 15

日、リオデジャネイロ市内の第二管区連邦地方裁判所判事学校（EMARF）で開催さ

れたオンライン市場及び産業財産権の侵害行為に関する判事向けのセミナーに参加

した。ブラジルやメルコスル諸国、及びチリの産業財産分野の司法判事を対象とし

た本セミナーは、欧州産業財産庁（EUIPO）が実施する IPKey Latin America 事業の一

環で実施されたもの。今日の経済・技術の状況を鑑み、デジタル環境において産業

財産関連の法規を遵守するに際しての課題に対処すべく、官民のプレーヤーが情報

交換を行なう場を設けることを目的として開催された。開会挨拶で INPI のフルター

ド長官は、産業財産分野の司法係争案件の削減につながり、かつ同庁と司法分野の

相互協力や学びの面で得るものも大きいことから、司法分野とのこの数十年間にわ

たるパートナーシップの重要性を強調した。 

 

日付 2019 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-ago-18/opiniao-protecao-aos-nomes-simbolos-eventos-
oficiais 

タイトル 公的に認知されるイベントの名称やシンボルに対する保護について 

 

日付 2019 年 8 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 ブラジル地理統計院（IBGE） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-
noticias/releases/25216-mapa-das-indicacoes-geograficas 

タイトル 2019 年度版地理的表示マップでは新たに 4 製品が登場 

要約 ブラジル地理統計院（IBGE）は 8 月 19 日、ブラジル産業財産庁（INPI）と共同制作

された 2019 年度版のブラジル地理的表示マップを発表した。この地図では、原産

地表示・原産地名称の認定を受けた製品及びサービスの生産地域がそれぞれの地理

的表示ラベルとともに示されている。2019 年度版には、ミナスジェライス州サバ

ラー市のジャボチカバ、パラー州トメアスー市のカカオ、バイーア州西部のグリー

ンコーヒー、サンタカタリーナ州コルパー市のバナナの 4 つの製品が新たに加わ

り、2019 年 5 月までにブラジル国内で地理的表示を受けた 62 品目が、縮尺 5 百万

分の 1 の地図上に掲載されている。マップは IBGE のサイトからダウンロード可

能。 
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日付 2019 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-ago-18/exame-inpi-nao-possivel-confirmar-imitacao-
design 

タイトル INPI の審査を経ていない場合、パン用紙袋の意匠の模倣行為は確認できない 

 

日付 2019 年 8 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 PEGN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistapegn.globo.com/Opiniao-Empreendedora/noticia/2019/08/inova-simples-
tudo-que-sua-startup-precisa-saber-sobre-o-regime.html 

タイトル スタートアップが知っておくべき INOVA SIMPLES 制度の全て 

 

日付 2019 年 8 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-divulga-video-sobre-programa-de-computador-no-
canal-inovativa-brasil 

タイトル InovAtiva Brasil チャンネルにてコンピュータ・プログラムに関する動画を公開 

要約 産業財産に関する動画講習シリーズの続編として、ブラジル産業財産庁（INPI）

は、InovAtiva Brasil プログラムのポータルサイト向けにコンピュータ・プログラム

の登録に関する動画を作成した。動画内では、ソフトウェアの産業財産保護の重要

性の説明に加え、INPI での登録手続き手順を紹介している。動画は Youtube でも視

聴可能。InovAtiva Brasil は、2013 年に当時の商工サービス省と小・零細企業支援サ

ービス（Sebrae）が創設したブラジル国内の革新的ビジネスを奨励する無料で利用

可能なアクセラレーション・プログラムで、INPI と Sebrae が締結した技術協力協定

の取組みの一環として、産業財産をテーマとした講習動画が制作されている。 

 

日付 2019 年 8 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/inpi-apresenta-primeiros-resultados-da-uniformizacao-
dos-procedimentos-de-tramite-prioritario 

タイトル INPI、特許優先審査制度の手順統一化における最初の成果を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、今年 7 月に導入された特許の優先審査制度の手順

統一化に関連して、優先審査資格の評価待ちとなっている全ての出願案件について

その状況確認を実施した。今回の手順変更では、出願特許の優先審査がすぐに開始

されるよう、審査を担当する INPI 支部が優先審査制度を用いる出願者に対して申請

要件を満たすよう要求することが可能となった。例えば、出願が公示されていない

場合には、審査を担当する支部が公示に必要な要件を満たすよう出願者に要求する

ことができる。その結果、多くの優先資格審査待ちだった案件が処理されている。
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今回確認された優先審査制度での出願案件のうち、40%についてはすでに優先審査

資格が認められていた一方、30%については要件の充足を要求中であった。 

 

日付 2019 年 8 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 連邦下院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.camara.leg.br/noticias/575126-comissao-autoriza-inpi-a-celebrar-convenios-
e-parcerias-para-agilizar-patentes/ 

タイトル 経済商工サービス開発委員会、INPI に対し特許審査の迅速化へ向けたパートナーシ

ップや協定の締結を認める 

要約 連邦下院議会の経済商工サービス開発委員会は、ブラジル産業財産庁（INPI）に官

民団体との協定やパートナーシップを締結することを認める 2019 年付法案第 2,334

号を承認した。この法案は 1996 年付法令第 9,279 号（産業財産法）を改正するも

ので、マルコス・ペレイラ下院議員（Republicanos 党、サンパウロ州選出）が提出

している。委員会で報告者を務めたヴィニシウス・カルヴァーリョ下院議員

（Republicanos 党、サンパウロ州選出）は、この法改正によって、INPI が活動の分

散化や職員の育成に関する協定やパートナーシップを締結することができるように

なると述べた。本法案は、続いて憲法司法市民権委員会にて審議される。 

 

日付 2019 年 8 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 連邦下院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.camara.leg.br/noticias/575116-comissao-aprova-projeto-que-proibe-
bloqueio-de-recursos-do-inpi/ 

タイトル 経済商工サービス開発委員会、INPI の予算凍結を禁じる法案を承認 

要約 連邦下院議会の経済商工サービス開発委員会は、経済省配下のブラジル産業財産庁

（INPI）の予算を公的支出抑制の対象から除くことを定めた 2019 年付補足法第 143

号を承認した。委員会で報告者を務めたヴィニシウス・カルヴァーリョ下院議員

（Republicanos 党、サンパウロ州選出）は、INPI がその使命を全うし、財政・オペ

レーション面での独自性を確保するうえで、予算の確保はその礎となるものだと話

した。この法案は、2000 年付補足法第 101 号（財政責任法）を改正することによ

り、INPI の活動予算を政府の年間予算内で上限を設けない対象に含めるもの。この

法案は財政税務委員会、憲法司法市民権委員会で審議された後、本会議での採択へ

と回される予定。 

 

日付 2019 年 8 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 Agência Brasil ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/justica/noticia/2019-08/moro-e-osmar-terra-assinam-
protocolo-de-intencoes-contra-pirataria 

タイトル セルジオ・モロ、オズマール・テッハの両大臣が模倣品撲滅の趣意書に署名 
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日付 2019 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-ago-21/remedios-cannabis-dificuldade-obter-protecao-
brasil 

タイトル ブラジルにおいて法的保護を得ることが困難な大麻を原料とした医薬品 

 

日付 2019 年 8 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/tilt/noticias/redacao/2019/08/22/gatonet-42-milhoes-tem-
acesso-ilegal-a-canais-pagos-de-tv-veja-riscos.htm 

タイトル 違法ケーブルテレビ受信は 4 百万件以上：模倣品デコーダのリスクとは 

 

日付 2019 年 8 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/08/23/novo-acordo-comercial-ampliara-
exportacao-de-frango-e-carne-bovina-diz-secretario.ghtml 

タイトル 通商外交特別局長、新たな通商協定は鶏肉・牛肉の輸出を拡大すると説明 

 

日付 2019 年 8 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/estudo-aborda-propriedade-intelectual-na-industria-da-
moda 

タイトル ファッション産業における産業財産に関する調査結果 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とサンタカタリーナ州工業連盟（FIESC）が共同で実施

した調査では、サンタカタリーナ州内及びブラジル国内の繊維・衣類産業におい

て、特許・商標・意匠といった産業財産の保護がいかに重要であるかが示されてい

る。8 月 14 日にフロリアノーポリス市で開催された FIESC ファッション産業開発評

議会の会合でこの調査結果が発表された。この調査によると、最も保護が重要視さ

れている産業財産は商標で、意匠と特許がそれに続く。産業財産権の重要性を示し

た比較用の指標には、産業財産データバンク（Badepi）から抽出された 2000～2017

年の間に INPI にて出願された特許・商標・意匠の件数を用いている。 
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日付 2019 年 8 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-apresenta-combate-ao-backlog-de-patentes-e-
protocolo-de-madri-em-congresso 

タイトル INPI、国際会議にて特許バックログ削減計画とマドリッド・プロトコルについて紹

介 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 26 日、リオデジャネイロ市内にて開催された第

39 回国際産業財産会議に参加した。ブラジル産業財産協会（ABPI）が主催したも

の。INPI は、特許バックログ削減計画と 10 月より登録受付を開始する予定の商標

に関するマドリッド・プロトコルについて紹介を行った。INPI のマリア・エウジェ

ニア・ガロッチ マドリッド・プロトコル・プロジェクトマネージャーは、同プロト

コルは手続きの簡素化と海外における商標登録コストの削減をもたらすうえ、世界

の GDP の 8 割を占める 120 カ国と商標の保護範囲を広げるものだとそのメリット

を説明した。同プロトコルに基づく出願の規則は、パブリックコメント募集の際に

受領した提案内容に対する回答、及び商標マニュアルとともに、9 月初旬に公開さ

れる予定。 

 

日付 2019 年 8 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/uarini-e-mais-uma-indicacao-geografica-reconhecida-pelo-
inpi 

タイトル INPI、ウアリニ産キャッサバ粉の地理的表示を認定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 27 日、ウアリニ地域産のキャッサバ粉の地理的

表示登録を認定した。これはアマゾナス州の地理的表示としては 3 件目となるも

の。ウアリニ、アルヴァラェス、テフェー、マララン市を対象としたもので、かつ

てよりこれらの市ではキャッサバ芋の栽培とキャッサバ粉の生産が盛んであった。

現在、この地域でのキャッサバ芋の栽培はキャッサバ粉の原料用に特化されてい

る。この地域で生産されるキャッサバ粉は黄色い円形の粒状をしており、その特徴

は消費者にも広く知れ渡っている。地理的表示の認定書は、8 月 27 日にウアリニ

地域キャッサバ粉生産者協会に授与された。 

 

日付 2019 年 8 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/evento-discute-desafios-das-novas-tecnologias-e-pi-no-
judiciario 

タイトル 司法における新技術と産業財産の課題について協議 

要約 第 39 回国際産業財産会議の最終日にあたる 8 月 27 日、ブラジル産業財産庁

（INPI）は産業財産庁における新技術の利用機会と課題や、ブラジル司法における

産業財産、商標の失効と実質的利用に関する協議に参加した。新技術の導入につい

て INPI は、バイオテクノロジー、ナノテクノロジー、人工知能分野の出願件数の増

加及び関連する特許文書件数が 1 億件を超える中での、デジタル・トランスフォー
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メーションを前にした新たな特許審査のあり方について発表を行なった。その中

で、最先端の技術分野に対処できる審査官の育成を課題の 1 つとして指摘した。一

方で、分類付与の自動化や特許審査における先行技術検索ツールなどの新技術は、

特許審査の最適化にもつながるとも説明した。人工知能を活用した特許検索ツール

は、Chemical Abstracts Service（CAS）とのパートナーシップで INPI としての開発を

進めている。ブラジル司法における産業財産に関するセッションでは、訴訟に発展

する件数が 0.2%と非常に低い点と、裁判で INPI の主張が認められるケースが今年

度は 80%程度となるなど、INPI 審判部の良好な運営成果を紹介した。 

 

日付 2019 年 8 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-firma-pph-com-escritorio-de-pi-de-singapura 

タイトル INPI、シンガポール産業財産庁と協力協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 27 日、シンガポール産業財産庁（IPOS）と協力

協定を締結した。INPI による同国への視察ミッションの最中に行われたもの。この

覚書は、イノベーション促進、競争促進、人材管理、財務・品質管理、利用者・民

間部門への情報提供などの分野での経験交流を含む内容となっている。翌 28 日に

は、国際商標協会（INTA）と政府・民間部門間の情報交流の強化、ラウンドテーブ

ル・トレーニング・各種プログラムの共同実施に関する覚書を締結した。INPI のク

ラウジオ・ヴィラール・フルタード長官が参加する視察ミッションの会期中には、

同国に進出しているブラジル人企業家らとの会合や、フランホファー研究所、世界

知的所有権機関（WIPO）支部、シンガポール法務省、さらにアクセラレータ、大

学、現地企業への訪問が行われた。 

 

日付 2019 年 8 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-ago-27/titularidade-marca-garantida-primeiro-registra-
inpi 

タイトル 商標の所有権は最初に INPI に登録したものに与えられると高等司法裁判所 

 

日付 2019 年 8 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-divulga-versao-atualizada-da-carta-de-servicos-ao-
usuario 

タイトル INPI、利用者サービスメニューの最新版を公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 8 月 30 日、同庁が所掌する業務に関する利用者向け

サービスメニューの最新版を公開した。同メニューは、同庁が提供するサービスと

その利用方法、及び確保されるサービス水準と市民との約束に関する情報を広く社

会に提供することを目的としたもの。同庁のサイトで参照可能。 
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日付 2019 年 8 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 サイト Folha de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/reporter-
brasil/2019/08/30/patentes-remedios-cancer-reumatismo-governo.htm 

タイトル 法令が医薬品価格を 80%上昇させ、政府に損害を与えるとの調査結果 

 

日付 2019 年 8 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 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/seminariosfolha/2019/08/invencoes-de-universidades-
brasileiras-nao-chegam-ao-mercado.shtml 

タイトル 新政策が大学の生み出すイノベーションの市場への到達を加速させる 
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