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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.37（2019 年 11 月分） 

2019 年 12 月 4 日発行 

日付 2019 年 11 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/2019/11/01/policia-civil-deflagra-operacao-
contra-pirataria-digital-em-sp.ghtml 

タイトル デジタル海賊版行為の捜査活動を 12 州で展開 

 

日付 2019 年 11 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/df/distrito-federal/noticia/2019/11/01/policia-prende-quatro-
suspeitos-em-operacao-de-combate-a-pirataria-digital.ghtml 

タイトル 文民警察、デジタル海賊版行為対策捜査で容疑者 8 名を逮捕 

 

日付 2019 年 11 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/pph-unificado-entra-em-vigor-em-01-12-e-ja-tem-pagina-
exclusiva-com-informacoes 

タイトル PPH 規則の統一に関する情報提供を目的とした特設ページを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、12 月 1 日に発効となる PPH の新たな統一規則についての情

報提供を目的とした特設ページを開設した。ここでは、PPH 統一規則を承認した INPI の決議を
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はじめ、同庁特許部の省令と細則、2019 年 12 月 1 日以降の PPH パートナー国リストと各国と

の覚書、Q&A 集が掲載されている。INPI ポータルサイトの「トピック」項からアクセス可能。 

 

日付 2019 年 11 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/seminario-de-pi-marca-lancamento-de-video-sobre-plano-
de-combate-ao-backlog-de-patentes-e-protocolo-de-madri 

タイトル 特許バックログ削減及びマドリッド・プロトコルに関する動画を発表 

要約 11 月 5 日にサンパウロ市にて開催された、ブラジル産業財産庁（INPI）、世界知的所有権機

関（WIPO）、ブラジル工業連盟（CNI）が共催する第 3 回産業財産セミナーにて、特許バック

ログ削減計画とマドリッド・プロトコルに関する広報動画が発表された。この動画の制作は、INPI・

CNI間のパートナーシップの一環として、産業財産分野の戦略課題を解決するために INPIが導入

している施策を広報する目的で実施されたもの。なお同イベントでは、特許バックログ削減計画に

おける INPIの最初の成果が紹介されたほか、国内及び他国の産業財産戦略、国際協定におけ

る産業財産分野での交渉について協議が行われた。 

 

日付 2019 年 11 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 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/2019/11/crise-e-burocracia-fazem-brasileiro-
pedir-menos-patentes.shtml 

タイトル 経済危機と煩雑な手続きにより、ブラジルにおける特許出願数が減少 

 

日付 2019 年 11 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uol.com.br/esporte/futebol/ultimas-noticias/2019/11/05/fortaleza-planeja-
bandeirao-com-camisas-piratas-doadas-por-torcedores.htm 

タイトル フォルタレーザ、サポーターから寄付された模倣品ユニフォームからビッグフラッグを作ることを検討 
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日付 2019 年 11 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/prosul-homenageia-inventoras-em-boletim-de-patentes-
em-dominio-publico 

タイトル Prosul、会報にてパブリックドメイン化した特許の発明家を賞賛 

要約 産業財産分野の運用情報に関する協力体制である Prosul は、11 月 6 日、「女性により生み

出され特許化された発明」をテーマとした 2019年度版のパブリックドメイン特許会報を公表した。

ブラジル産業財産庁（INPI）は、この会報への掲載にあたり「新型スリップ式洗い桶」と「屋内

用公衆電話機向け新型プロテクター」の 2 つの特許を推薦した。会報を通じたこの広報活動は、

パブリックドメインとなった特許文書に含まれる発明情報の活用増を目的としたもの。Prosul はラ

テンアメリカ諸国の産業財産庁による技術協力を目的に活動する枠組みで、ブラジルに加え、ア

ルゼンチン、チリ、コロンビア、コスタリカ、エクアドル、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ドミニ

カ共和国、ウルグアイが参加している。 

 

日付 2019 年 11 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-faz-projeto-com-a-ompi-para-viabilizar-negociacao-
de-tecnologias-verdes 

タイトル INPI、グリーン技術ビジネスの実現のための事業を WIPO とともに実施 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は、グリーン技術を提供もしく

は希望する者同士をマッチングするオンライン・プラットフォームであるWIPO GREENの一環として共

同で事業を展開する。ブラジル、アルゼンチン、チリの産業財産庁が参加し、それぞれの国のイノ

ベーション・システムのプレーヤー同士のビジネス機会の創出を目指すもの。2019/2020 年度の事

業では、ブラジルは不耕起栽培に関連した技術に着目する。発明者や関心のある企業は電子

メールにて申込みが可能。このプラットフォームは、グリーン技術の発明者と関心のある企業がそれ

ぞれの製品をリスト化し、ビジネスパートナーや投資ビジネスの創出を目指すために導入されたも

の。グリーン技術とは、1992 年のリオデジャネイロにおける国連会議で策定された行動計画であ

る、アジェンダ 21 の第 34 章に定義される環境にやさしい技術を指す。 

 

 

 



4 

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

日付 2019 年 11 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2019/11/07/policia-investiga-pirataria-
e-receptacao-de-celulares-roubados-no-camelodromo-de-pelotas.ghtml 

タイトル 文民警察、ペロタス市内の商業施設にて模倣品と盗難携帯電話の仕入れ行為に関して捜査 

 

日付 2019 年 11 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/doutorandos-da-academia-realizam-seminario-dia-14-11 

タイトル INPI アカデミーの博士課程学生らが 11 月 14 日にセミナーを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）アカデミーの職業博士課程の学生らが主催する、11 月 14 日開

催の産業財産・イノベーション・開発セミナーへの参加申込を行っている。2019 年度で最後の開

催となる。今回は「産業財産を異なる角度から：INPI、Fiocruz 財団、国立技術財団（INT）

の具体的活動について」がテーマとして据え、教授陣の監修のもと博士課程学生らが講演を行

なう。 

 

日付 2019 年 11 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 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/2019/11/12/processado-pela-
ferrari-por-plagio-pede-indenizacao-de-r-100-mil-a-marca-por-dano-moral.ghtml 

タイトル Ferrari 社から盗用で提訴された被告者、精神的損害を受けたとし 10 万レアルの賠償を求める 

 

日付 2019 年 11 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 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/2019/11/12/policia-recolhe-
produtos-falsificados-no-comercio-em-s-jose.ghtml 

タイトル サンパウロ州文民警察、サン・ジョゼー・ドス・カンポス市の商業施設で模倣品を押収 
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日付 2019 年 11 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/acordo-entre-inpi-e-embrapii-vai-ampliar-geracao-de-
patentes-no-brasil 

タイトル  INPI・EBRAPII 間の協定がブラジル国内出願特許数を増大へ 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）とブラジル工業研究・イノベーション公社（EMBRAPII）は 11 月

14 日、経済省生産性・雇用・競争力局（SEPEC）のカルロス・ダ・コスタ局長同席のもと、特許

を中心としたブラジル国内における産業財産の出願の奨励・増大を目的とした協力協定を締結

した。この協定には、各地の EMBRAPII 支部と企業の間での産業財産システムの活用検討や、

イノベーション活動の支援、特許を通じた技術管理や保護の面での人材育成活動が含まれてい

る。また、EMBRAPII が支援する事業に対する優先手続きの設置も検討されることになっている。

EMBRAPII による過去 6年間の活動では、800 件のプロジェクトから 300 件の出願が行われ、13

億レアルの研究開発投資が実施されてきた。EMBRAPII のジョルジェ・ギマラエス長官は、国内企

業がブラジル国内でのイノベーション推進を避けてきた最近までの要因の 1 つとして、ブラジル企業

が国内に研究部門を設置してこなかったことにあったと指摘。その上で、産業界における研究開

発・イノベーション活動のニーズに応えられる専門家と設備を備えた EMBRAPIIが重要な役割を果

たしていくと述べた。ブラジルでは、2000～2018 年の間に国内特許出願数が 56%の伸長を見せ

たものの、研究開発・イノベーション分野には GDP のわずか 1%強の投資しか行われておらず、そ

れも公共投資への偏りが見られる。 

 

日付 2019 年 11 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/universidade-federal-da-paraiba-lidera-ranking-de-
maiores-depositantes-de-patentes-nacionais 

タイトル パライーバ連邦大学、特許の国内出願者ランキングで首位に 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）経済局が 11 月 14 日に公表したデータによると、2018 年の国内

特許出願数ランキングでは、94 件の出願を行ったパライーバ連邦大学が首位となった。カンピー

ナ・グランジ連邦大学（82 件）、ミナスジェライス連邦大学（62 件）がそれに続く。2017 年に

首位だったカンピーナス州立大学は 5 位に、また同年に 5 位だったサンパウロ大学は 2018 年には

6 位となっている。国内出願数上位 20 のうち、18 は教育研究機関が占め、民間企業は 4 位

（前年第 22 位）のブラジル石油公社（Petrobras）と 12 位（前年第 5 位）の CNH 

Industrial Brasil Ltda.社の 2 社となった。商標出願件数では、サンパウロ市の TVSBT Canal 4 社
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が 206 件で首位に、また意匠では Grendene S.A.社が 122 件で首位となった。コンピュータープロ

グラムでは、パラナ州連邦技術大学が 99 件でトップに立っている。 

 

日付 2019 年 11 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-nov-15/marcas-fracas-podem-usadas-terceiros-boa-fe-tj-
sp 

タイトル サンパウロ州裁判所、識別力の弱い商標は悪意のない第三者による利用が認められると判断 

 

日付 2019 年 11 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-nov-18/tj-sp-nega-acao-cavalera-concorrente-violacao-
marca 

タイトル サンパウロ州司法裁判所、競合企業に対する Cavalera 社の商標権侵害訴訟を棄却 

 

日付 2019 年 11 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/11/18/fila-de-patentes-diminuiu-10-em-3-
meses-diz-inpi.ghtml 

タイトル INPI、特許バックログが 3 ヶ月で 10%減少と発表 

 

日付 2019 年 11 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/resultado-parcial-de-selecao-para-o-plano-pi-digital 

タイトル 産業財産デジタル化計画の選考の一部を発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）のオンブズマンは、同庁が推し進める産業財産デジタル化計画に

おけるデジタルトランスフォーメーション活動に参加する候補者の選考を行なっており、この度その
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選考結果の一部を公表した。ユーザーエクスペリエンス、プロセス管理（各 1 名）、システム分

析・開発（2 名）のそれぞれの募集枠に対し、ブラジル地理統計院（IBGE）、ブラジル造幣

局、ブラジル空港インフラ公社（Infraero）から応募した 4 名が選抜された。同庁では引き続

き、システム開発とソフトウェア・アーキテクチャーの枠で募集を行っている。 

 

日付 2019 年 11 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-nov-25/stj-reafirma-prazo-patente-mailbox-20-anos 

タイトル 高等司法裁判所、メールボックス・システム特許の有効期限を 20 年間と再確認 

 

日付 2019 年 11 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-e-epo-lancam-parceria-tecnica-e-estrategica-na-area-
de-patentes 

タイトル INPI、EPO と特許分野の技術・戦略パートナーシップ協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と欧州特許庁（EPO）は 11 月 26 日、ブラジルと欧州の特許分

野での協力拡大を目的とした技術・強化戦略パートナーシップに関する覚書を締結した。INPI の

クラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、ブラジル・欧州の国民がイノベーションを後押しするビジネ

ス環境の中心に特許を据えるべく団結するための協定である意義を説明した。南米最大の産業

財産庁である INPIと EPOが手を結ぶことで、イノベーションや経済開発を促進し、両地域間の通

商・投資活動を活性化することを目指す。両庁は今後、トレーニングの実施、グッドプラクティスの

検討、ツールの共有、特許データベースの交流を通じて、ブラジルにおける特許出願の検索・分析

能力の強化を行なっていく。この締結式ではさらに、12 月 1 日から発効する PPH パイロット事業

の延長更新に関する覚書への署名も行われた。 
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日付 2019 年 11 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 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/617941-ccj-aprova-projeto-que-autoriza-convenios-
para-reduzir-prazo-de-concessao-de-patente/ 

タイトル 憲法・司法委員会、産業財産権登録の加速を目指した法案を承認 

要約 連邦下院議会の憲法・司法委員会（CCJ）は 11 月 26 日、ブラジル産業財産庁（INPI）が

官民の団体と協定・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、特許付与に要する期間を短縮するために特許の審査業務に従事する職員

数の増加を図るもの。協定やパートナーシップの締結を通じて、INPI が自身の活動の分散化や、

審査業務をサポートする職員の育成を行なうことができるようになる。すでに他の委員会での審議

は完了しているため、今後は上院での審議へと移る。法案の提出者で、商工サービス相も務めた

マルコス・ペレイラ下院議員（共和党・サンパウロ州出身）によると、特許の付与には現在平均

11 年を要しているという。 

 

日付 2019 年 11 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-assina-novo-pph-com-o-escritorio-americano 

タイトル INPI、USTPO との PPH 新協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 11 月 27 日、米国特許商標庁（USTPO）と 2019 年 12 月

1 日から発効する新たな PPH パイロット事業に関する覚書を締結した。 

 

日付 2019 年 11 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 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/monicabergamo/2019/11/farmaceutica-tentou-
monopolio-de-medicamentos-a-base-de-maconha-no-brasil.shtml 

タイトル 製薬会社、大麻を用いた医薬品のブラジルにおける独占を図る 
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日付 2019 年 11 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/inpi-e-japao-assinam-acordo-de-patent-prosecution-
highway 

タイトル INPI、日本との新たな PPH 協定を締結 

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、2019 年 12 月 1日から

発効する新たな PPH パイロット事業に関する覚書を日本国特許庁（JPO）と締結した。11 月

28, 29 日にリオデジャネイロ市内で開催されたセミナーにも参加した、根本恭志国際協力課長が

JPO を代表した。 

 

日付 2019 年 11 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/inpi-e-jpo-fazem-seminario-sobre-ia-e-farmacos-para-
examinadores-de-patentes 

タイトル INPI、JPO と人工知能と医薬品産業に関するセミナーを開催 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、日本国特許庁（JPO）及び発明推進協会（JIPII）は、11 月

28, 29 日の 2 日間にわたり、ブラジルの特許審査官を対象とした「最新の技術トレンドにおける

産業財産－人工知能と医薬品産業」セミナーを開催した。開会の席には、INPI のクラウジオ・ヴ

ィラール・フルタード長官、大鶴哲也在リオデジャネイロ総領事、根本恭志 JPO 国際協力課長ら

が出席。セミナーには、両庁の産業財産分野の職員に加え、日本企業や協会関係者らが参加

した。 
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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。 

 

 

 


