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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.35（2019 年 9月分） 

2019年 10月 9 日発行 

日付 2019 年 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-set-01/brasil-ultimos-lugares-ranking-inovacoes-digitais 

タイトル ブラジル、デジタル分野のイノベーションで低順位に 

 

日付 2019 年 9 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-e-unirio-promovem-ii-encontro-de-grupos-de-
pesquisa-em-pi-do-rj 

タイトル INPI、第 2 回リオデジャネイロ州産業財産研究グループ会合を UNIPRO と共催 

要約 リオデジャネイロ州内の高等教育機関からなる産業財産研究グループの第 2 回会合

が 9 月 2 日、リオデジャネイロ市内の軍工学財団（IME）で始まった。このイベン

トは、会場を同じくして 9 月 3～5 日に開催される第 11 回産業財産・イノベーショ

ン・開発学術会合（ENAPID）に先立ち開催されるもの。開会の席で、ブラジル産業

財産庁（INPI）のヴィニシウス・ボジェア・カマラ修士課程・研究課長は、リオデ

ジャネイロ州連邦大学財団（UNIRIO）と INPI の間で締結された協定を通じてこのイ

ベントが企画されたと述べた。UNIRIO のベネジット・デオダート副学長は、国の

発展に必要不可欠であるとして産業財産の重要性を強調した。研究シンポジウムで

は、リオデジャネイロ州内からの出願特許と技術革新、将来の技術探索のための方

法論、バイオテクノロジー分野における技術モニタリングに関する研究についての

議論が交わされた。 
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日付 2019 年 9 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/publicadas-novas-resolucoes-sobre-procedimentos-de-
marcas 

タイトル 商標登録手続きに関する新決議を公布 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 3 日、産業財産官報（RPI）第 2539 号にて商標

登録申請手続きに関する新たな決議を公布した。2019 年付 INPI 決議第 245 号は、

2019 年 10 月 2 日に制度化される商標の共同出願制度についての規定を定めてい

る。この新制度に基づく商標登録は、2020 年 3 月 9 日から開始予定。また INPI 決

議 244 号は、2020 年 3 月 9 日から適用される商標の新たな登録区分に関して定め

ている。いずれの決議も、2019 年 5 月 14 日～6 月 27 日にかけて実施されたパブリ

ックコメント手続きを経て策定されたもの。 

 

日付 2019 年 9 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 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/2019/09/gatonet-evolui-e-streaming-vira-nova-
dor-de-cabeca-para-tv-por-assinatura.shtml 

タイトル 違法接続が増加し、ストリーミングサービスがケーブルテレビ会社の新たな悩みの

種に 

 

日付 2019 年 9 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/ip-marketplace-comercialize-suas-inovacoes-pelo-mundo 

タイトル 産業財産マーケットプレイス：世界でイノベーションを売ろう 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とデンマーク特許商標庁（DKPTO）は 9 月 3 日、産業

財産権のライセンス売買を可能とする国際プラットフォームである、産業財産マー

ケットプレイス（IP Marketplace）にブラジルが参加することを明らかにした。INPI

のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官とニコライ・プリッツ在ブラジル・デ

ンマーク大使が、第 11 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）の

会期中に発表したもの。IP Marketplace は、商標・特許・意匠のオンライン販売サ

イトで、現時点で世界 157 カ国の 6 千人が利用者として登録されている。プラット

フォームの利用は無料で、イノベーション開発のパートナー探しに関心のある企

業・大学・個人などが利用可能。将来的に取引を行なうことを想定した双方間のや

り取りを容易とするため、IP Marketplace では産業財産権の評価支援ツールや、契

約書のひな形が提供されている。 
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日付 2019 年 9 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/primeiro-dia-de-enapid-destaca-estrategias-de-inovacao-
aberta 

タイトル ENAPID 初日、オープンイノベーション戦略が議題に 

要約 リオデジャネイロ市内の軍工学財団（IME）にて 9 月 3 日、第 11 回産業財産・イノ

ベーション・開発学術会合（ENAPID）が開幕した。開会の席で、世界知的所有権機

関（WIPO）ブラジル事務所のジョゼ・グラサ・アラーニャ部長は、産業財産の利

用を通じて技術企業の成長を実現するためのインフラ投資を進める国の 1 つとし

て、ブラジルが見本となるだろうと話した。サンパウロ州工業連盟（FIESP）のハド

ソン・メンドンサ氏は「オープンイノベーション 2.0 ─ イノベーション管理の新た

な道」と題し、伝統的大企業とスタートアップ企業の関係について講演。ブラジル

産業財産庁（INPI）からは、リアネ・ラージェ特許部長がバックログ削減計画な

ど、ブラジルのイノベーション環境を改善しサービスの効率化を図る取り組みにつ

いて講演を行なった。INPI のイノベーション普及総合コーディネイターは、2000～

2018 年の間に国内居住者からの特許出願件数が 57%、同様に意匠では 38%増加した

データを示し、産業財産の利用を奨励する国内の取組みについて紹介した。 

 

日付 2019 年 9 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 Terra ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.terra.com.br/esportes/lance/kappa-planeja-lancamento-de-novos-uniformes-
do-botafogo-para-outubro,9c367697c93de983abe04014bcd513303e0avruu.html 

タイトル Kappa、サッカークラブ Botafogo の新ユニフォームの発売を 10 月に計画 

 

日付 2019 年 9 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/enapid-debate-protecao-da-pi-por-agencias-de-inovacao-
e-startups 

タイトル ENAPID にて、イノベーション機関やスタートアップによる産業財産の保護につき

協議される 

要約 第 11 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）の 2 日目となる 9 月

4 日には、陸軍技術イノベーション管理局（AGITEC）の活動がラウンドテーブルで

取り上げられた。AGITEC のジュラシー・ガウヂーノ陸軍大佐によると、同局は

2015 年に設置されたもので、産業部門と陸軍のイノベーション分野の関係強化を

進める拠点を全国に配置しているという。同局の開設以前は、陸軍で開発された技

術は産業上の機密事項として扱われ、特許制度を開発に利用する慣習もなかった

が、AGITEC の創設後は、産業財産の保護、関連技術の開発やライセンス化により重

きが置かれるようになったと説明した。一方、スタートアップと産業財産の関係に

ついて、JETRO サンパウロ事務所の貝沼憲司産業財産部長は、スタートアップが自

社の製品や事業を投資家に紹介するツールとして産業財産は有用であると説明。そ
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の観点から、日本国特許庁（JPO）ではスタートアップによる特許出願を奨励する

取り組みが始まり、その一環で導入された優先審査制度では、特許付与までの期間

を通常の平均 14.1 ヶ月から 2.5 ヶ月まで短縮したという。さらに出願料も 3 分の 1

まで軽減されている。 

 

日付 2019 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/economia/agronegocios/noticia/2019/09/05/justica-determina-que-
bayer-deposite-r286-mi-em-processo-sobre-patente-de-soja.ghtml 

タイトル 裁判所、大豆特許関連訴訟で 2 億 8,600 万レアルの預託を Bayer 社に命じる 

 

日付 2019 年 9 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 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-reuniao-aberta-sobre-arquivo-xml-do-
protocolo-de-madri 

タイトル INPI、マドリッドプロトコルにおける XML ファイルに関する会合を開催 

要約 ブラジル国内におけるマドリッドプロトコル発効へ向けた準備として、ブラジル産

業財産庁（INPI）は 9 月 13 日、XML ファイル上の変更点に関する説明会を開催す

る。INPI の IT 部門が利用者の疑問に対する回答を行なうもの。参加希望者は、会合

への参加もしくは Skype によるオンライン参加であるかの希望を添えて、9 月 11 日

までにメールでの申し込みが必要。募集人数には限りがあるが、申込み数が多い場

合には新たな説明会を実施することも検討している。説明会は、リオデジャネイロ

市内の INPI 本部で開催される。 

 

日付 2019 年 9 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 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/funcionamento-e-vantagens-do-protocolo-de-madri-e-
tema-do-ultimo-dia-do-enapid 

タイトル ENAPID 最終日、マドリッドプロトコルの運用と利便性がテーマに 

要約 第 11 回産業財産・イノベーション・開発学術会合（ENAPID）の最終日となる 9 月

5 日には、「マドリッドプロトコル：実務面の検討」と題したワークショップが開

かれ、ブラジル産業財産庁（INPI）のマリア・エウジェニア・ガロッチ商標局長

が、同プロトコルにブラジルが批准するに至った経緯と、10 月 2 日から開始され

る運用について説明した。マドリッドプロトコルの制度下で商標を出願する場合

は、登録を希望する国を選択する前に世界知的所有権機関（WIPO）が提供する

Grobal Brand Database、Madrid Member Profiles を活用し、先行登録された商標の有

無や登録先国の法令を確認することを推奨。申請料については、申請料シミュレー

タにより概算イメージを掴むことができるとも説明した。WIPO ブラジル事務所の

イザベラ・ピメンテル参事官は、商標の国際的な保護システムとしての同プロトコ
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ルの利点を紹介した。 

 

日付 2019 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/09/06/fiscais-encontram-esconderijos-e-
paredes-falsas-em-lojas-de-shopping-popular-em-sp.ghtml 

タイトル 査察官、サンパウロ市内の商業施設の店舗で隠し倉庫と偽装された壁を発見 

 

日付 2019 年 9 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/inpi-publica-mais-duas-resolucoes-sobre-procedimentos-
de-marcas 

タイトル INPI、商標の登録手順に関する 2 つの新たな決議を公布 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 10 日、産業財産官報（RPI）第 2540 号にて、商

標登録手順に関連する 2 つの新たな決議を公布した。2019 年付 INPI 決議第 248 号

は、商標の複数区分登録の規定を定めたもので、2019 年 10 月 2 日に発効。この制

度に沿った登録出願は 2020 年 3 月 9 日より利用可能となる。一方、決議第 247 号

はマドリッド・プロトコル下での商標登録規則を定めたもので、10 月 2 日に発効

する。これらの決議は、2019 年 5 月 14 日～6 月 27 日の間に行われたパブリック・

コメントの募集手続きを経て公布されたもの。 

 

日付 2019 年 9 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/inpi-publica-terceira-edicao-do-manual-de-marcas 

タイトル INPI、商標マニュアルの第 3 版を公表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 10 日、商標マニュアルの第 3 版を発行した。こ

こでは最新の審査方針の掲載に加え、商標の共同商標登録制度、複数区分登録制

度、登録・出願の分割、マドリッド・プロトコル下での登録に関する手順が新たに

追加されている。2019 年付 INPI 決議第 249 号の規定に基づく発行。 

 

日付 2019 年 9 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/inpi-apresenta-projetos-estrategicos-na-universidade-
mackenzie 

タイトル INPI、Mackenzie 大学との戦略事業を発表 

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 9 月 9
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日、サンパウロ市内の Mackenzie 大学のグラフェン・ナノ素材・ナノテクノロジー

先進研究センター（MackGraphe）を視察した。同センターはすでに INPI に複数の

特許を出願しているが、今後出願数を増加する意向があるため、産業財産の保護文

化を強化するための INPI・同大学間のパートナーシップ締結の可能性についての協

議を行った。同センターのジョゼー・アウグスト・ペレイラ・ブリト所長は会合の

席で、同大学には産業・商業・サービス・文化部門や行政機関といった外部機関を

パートナーとする産業財産保護の推進活動を行なう、開発・イノベーションコーデ

ィネイターが設置されていると説明。一方の INPI のフルタード長官は、サービスの

簡素化を目指す PI Digital 計画、特許バックログ削減計画の紹介に加え、科学技術機

関（ICT）による出願特許の優先審査制度である ICTs 特許制度の利用を推奨した。

INPI はこの制度下で、225 日という短期間での特許付与を行なっている。 

 

日付 2019 年 9 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 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/2019/09/disputa-na-concessao-de-
patentes-ganha-reforco.shtml 

タイトル 特許付与迅速化に関する係争の激化 

 

日付 2019 年 9 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 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/2019/09/equipe-economica-estuda-retirar-inpi-
e-inmetro-do-orcamento.shtml 

タイトル 政府経済チーム、歳出上限規定からの INPI・Inmetro の除外を検討 

 

日付 2019 年 9 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-e-o-parque-tecnologico-da-paraiba-firmam-parceria 

タイトル INPI、パライーバ州テクノロジーパークとパートナーシップを締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とパライーバ州テクノロジーパークは、9 月 12 日、無

形資産の保護と商用化を通じて産業部門による産業財産システムへの一層の参画を

促進することを目的とした覚書を締結した。同テクノロジーパークの置かれるカン

ピーナ・グランデ市にて、INPI のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官と同パ

ークのジョゼー・ニウトン・シルヴァ所長の出席のもと署名式が実施された。この

協定では、INPI が提供するサービスの利用促進、産業財産の保護に関する科学技術

機関（ICTs）への指導といった活動が見込まれているのに加え、INPI の新たな地域

拠点を同パーク内に設置する検討も含まれている。同パークは 1984 年の設立で、

ICTs と企業の関係強化、スタートアップの創設、技術開発の促進などの活動を行っ

ている。 
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日付 2019 年 9 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/acesse-os-arquivos-da-apresentacao-sobre-o-xml-da-
secao-de-marcas-da-rpi 

タイトル 産業財産官報の商標の章における XML ファイルの変更点に関する発表資料につい

て 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、産業財産官報（RPI）上の XML ファイルに関する

変更点についての説明会を 9 月 13 日に実施した。これを受け INPI では、XML ファ

イル上の変更がどのように行われるかを示した実例として、RPI 第 2540 号上の一例

とともに、説明会で使用された資料を公開した。9 月 3 日付の RPI でも公示された

ように、変更後の XML のファイル構造では、ニース協定に基づく商品及びサービ

スの国際分類区分を同一の登録手続きで 1 つ以上含めることが可能となる。XML フ

ァイル上の変更に対する疑問については、INPI の問合せ窓口で引き続き回答を行な

っている。 

 

日付 2019 年 9 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/asipi-apresenta-projeto-de-signo-pais-no-inpi 

タイトル 米州産業財産協会、INPI に「カントリーサイン」事業を紹介 

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 9 月 10

日、米州産業財産協会（ASIPI）のパウロ・パレンテ ブラジル代表との会合に参加

した。会合の席でパレンテ代表は、ラテンアメリカ諸国で同団体が実施している

「カントリーサイン」事業の紹介を行った。 

 

日付 2019 年 9 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 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-promovem-debate-sobre-as-politicas-
nacionais-de-pi 

タイトル INPI、WIPO と産業財産政策に関するセミナーを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は、10 月 21 日（月）

10 時半より WIPO ブラジル事務所にて、産業財産分野の国内政策に関するセミナー

を実施する。WIPO ラテンアメリカ・カリブ地域事務所のマリア・ベアトリス・ア

モリン・ボルヘル所長が、ラテンアメリカ各国の優先事項や特性に沿った産業財産

政策や戦略の推進について講演を行なう。10 月 11 日まで INPI サイトにて、先着順

で参加申込を受け付けている。 
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日付 2019 年 9 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/indisponibilidade-de-servicos-de-marcas-entre-20-e-22-
de-setembro 

タイトル 9 月 20～22 日にかけての商標関連サービスの停止について 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）の商標関連サービスは、INPI におけるマドリッド・プ

ロトコルの導入要件に則って商標登録申請処理システムに使用される IPAS システ

ムのバージョン変更作業を実施するのに伴い、9 月 20～22 日の間、一次的に利用

不可能となる。この期間中は、異議申立て、補正書・文書の提出、申請取下げなど

一部の連邦納付票（GRU）の生成が不可能となる。 

 

日付 2019 年 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-set-20/empresa-engenharia-nao-uso-exclusivo-marca-
racional 

タイトル エンジニアリング会社による商標「racional」の排他的利用が認められず 

 

日付 2019 年 9 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/inpi-faz-pesquisa-via-e-mail-com-usuarios-sobre-exames-
prioritarios 

タイトル INPI、優先審査事業に関する利用者調査を電子メールで実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 9 月 24 日、特許出願に関連する何らかの手続き（出

願、審査請求、特許料の納付など）を 2018 年中に行なった利用者を対象としたア

ンケートを実施する。この取組みは、特許の優先審査に関連した INPI のサービス

や、審査・決定の迅速化を実現するためのリソースの活用などの評価を目的とした

もの。調査は電子メールに質問票を付した形で行われ、優先審査事業に関連する手

続きを行なったかを問わず全利用者を対象とする。商標、コンピュータプログラ

ム、地理的表示などの他のサービスはアンケート対象とはならない。 

 

日付 2019 年 9 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/norma-sobre-reconhecimento-de-signos-da-associacao-
europeia-de-livre-comercio-e-publicada-na-rpi 

タイトル INPI、EFTA の地理的表示認証に関するパブリックコメントの募集を開始 

要約 メルコスルと欧州自由貿易連合（EFTA）の FTA 協定交渉の一環で、ブラジル産業財
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産庁（INPI）は、9 月 24 日付の産業財産官報（RPI）第 2,542 号にて、2019 年付細

則第 108 号を公示した。これは、EFTA 諸国（リヒテンシュタイン及びスイス）国

内の特定の地域に対して付与された原産地名称の登録認証を、ブラジル国内でも有

効とする技術見解書、もしくはそれを拒否する旨の勧告書を作成する際の行政手続

きについて規定したもの。同時に、EFTA で登録されている原産地名称の公式リス

トとそのテクニカル規定も同 RPI 上で公示された。このリストには、登録を希望す

る名称、原産国における保護の種別、対象となる製品が列記されている。これらの

地理的表示の認証付与勧告に異議がある場合は、10 月 24 日までに INPI に対し不服

申立てを行なうことができる。 

 

日付 2019 年 9 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-tera-nova-tabela-de-retribuicao-servicos-do-
protocolo-de-madri-estao-incluidos 

タイトル INPI、申請料を改定。マドリッドプロトコル関連のサービスも追加 

要約 経済省は 9 月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のサービス利用料を改定する

2019 年 9 月 24 日付省令第 516 号を交付した。今回の改定では、ブラジルにおける

マドリッドプロトコルの運用開始に関連した新たな手続きコードが追加されてい

る。マドリッドプロトコルに基づくサービスには、INPI を本国官庁とした国際出願

サービスとしてコード 3004, 3005, 3006, 3007, 3010 が与えられているほか、2019 年

10 月 2 日以降に国外で出願されブラジルを指定国とする場合のサービスとして、

コード 3011, 3012, 3013 が割当てられる。これらのサービス料金に対する割引の適

用については、今後改めて決議が公示される。 

 

日付 2019 年 9 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2019/09/26/operacao-da-policia-
apreende-14-toneladas-de-calcados-falsificados-em-aparecida-sp.ghtml 

タイトル サンパウロ州アパレシーダ市における警察の捜査で、14 トンの模倣品の靴が押収

される 

 

日付 2019 年 9 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/nova-tabela-do-inpi-traz-alteracoes-nos-descontos-e-
peticionamento 

タイトル INPI、新料金体系の適用にあたり割引条件や申請手順を変更 

要約 経済省は 9 月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）のサービス利用料を改定した

2019 年 9 月 24 日付省令第 516 号を交付した。INPI は 9 月 30 日の週に発行される

産業財産官報（RPI）上にて、サービス利用料への割引条件を規定した決議を公示
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する予定となっている。特許関連サービスでは、2006 年 12 月 14 日付補足法第 123

号に規定される零細企業・個人零細事業主・小企業や、研究・教育機関、政府機関

向けの 60%割引が引き続き適用される。INPI の新料金体系は、決議で定められる新

たな割引条件とともに 2019 年 10 月 2 日から適用される。 

 

日付 2019 年 9 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 Gazeta do Povo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/o-que-implica-a-adesao-brasileira-ao-
protocolo-de-madri/ 

タイトル ブラジルによるマドリッドプロトコルへの批准は何をもたらすか？ 

 

日付 2019 年 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-set-29/simples-violacao-direito-marca-suficiente-
indenizacao 

タイトル 単純な商標権の侵害行為でも補償請求の十分な根拠に 

 

日付 2019 年 9 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/prosur-lanca-segundo-concurso-de-invencoes-
patenteadas-da-america-latina 

タイトル Prosur、第 2 回ラテンアメリカ特許化発明コンクールの開催を発表 

要約 ラテンアメリカ諸国間における産業財産制度の運営にかかる情報共有を推進する

Prosur は、昨年に引き続き、発明特許及び実用新案として保護されるラテンアメリ

カ発の優秀な発明に注目するコンクールを開催する。この取組みを後援する世界知

的所有権機関（WIPO）の第 59 回総会の席上にて発表されたもの。すでに商用化又

は国際的事業としての成長段階にある発明が対象となる。応募受付は 9 月 30 日～

10 月 29 日に行われ、ブラジル国内選抜の結果はブラジル産業財産庁（INPI）が 11

月 8 日に発表する。最終結果は、2020 年 1 月 22 日に Prosur の公式チャネル上で発

表される予定。最優秀賞には第 1 回コンクールと同様、2020 年 3 月に開催される

WIPO 主催のジュネーブ国際発明見本市への出展権利が贈られる。 

 

日付 2019 年 9 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-set-30/bar-alemao-impedir-concorrente-usar-mesmo-
nome 

タイトル Bar do Alemão、競合企業による同一名称の使用の阻止に成功 
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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  

E-MAIL: SAO_ipr@jetro.go.jp  

発行人：JETRO サンパウロ事務所 知的財産権部（特許庁委託事業）  

免責事項：要約結果は出典原文の意図から相違が生じ得ます。JETRO はご提供する情報をできる限

り正確にするよう努力しておりますが、正確性の確認・採否は皆様の責任と判断で行ってください。

本文を通じて皆様に提供した情報により不利益を被る事態が生じたとしても、JETRO はその責任を

負いません。 

 

 


