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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.38（2019 年 12 月分） 

2020 年 1 月 10 日発行 

日付 2019 年 12 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 O Estado de São Paulo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://brasil.estadao.com.br/blogs/macaco-eletrico/aumento-de-concorrentes-da-netflix-
pode-reacender-a-pirataria/ 

タイトル Netflix の競合の増加が海賊版行為を再び活性化させる恐れ 

 

日付 2019 年 12 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/curso-de-pi-para-a-america-latina-debate-adesao-ao-
protocolo-de-madri-1 

タイトル ラテンアメリカ地域向け産業財産講習会でマドリッド・プロトコルに関し協議 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）は 12 月 3, 4 日の両日、リオ

デジャネイロ市内にて、第 36 回ラテンアメリカ地域向け産業財産講習会を開催した。「マドリッ

ド・システムにおける国際登録受付のための産業財産庁の運営」をテーマとした本イベントには、ア

ルゼンチン、ブラジル、チリ、コスタリカ、キューバ、エクアドル、エルサルバドル、ホンジュラス、メキシ

コ、ニカラグア、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、ドミニカ共和国、ウルグアイ、ベネズエラの代表者

が参加した。 
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日付 2019 年 12 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/ompi-e-abpi-renovam-acordo-para-curso-de-verao-no-
brasil 

タイトル WIPO と ABPI がブラジルにおける夏期講習会に関する協定を更新 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）アカデミーとブラジル産業財産協会（ABPI）は 12月 3日、リ

オデジャネイロ市内にて、WIPO サマースクールの実施継続へ向けた協力協定を更新した。この講

習会は複数の学術分野にまたがる内容で、2009 年より複数の国で実施されている。大学・大

学院生、政府職員、若手専門家にとって、経済・社会・文化・技術の開発ツールとしての産業

財産や、産業財産権の世界におけるWIPOの果たす役割に関する知識を深めるためのよい機会

となる。ブラジルでは、2019 年 5 月にリオデジャネイロ市、7 月にフロリアノーポリス市にて開催され

た。 

 

日付 2019 年 12 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://radioagencianacional.ebc.com.br/geral/audio/2019-12/dia-de-combate-pirataria-
ate-medicamentos-para-cancer-e-implantes-sao 

タイトル 模倣品撲滅デー：がん治療薬からインプラントまでが模倣品に 

 

日付 2019 年 12 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/inpi-participa-do-x-sipid-sobre-inovacao-incremental 

タイトル INPI、ファインケミカル分野の漸進的イノベーションに関する X SIPID 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 12 月 3 日、ブラジルファ

インケミカル・バイオテクノロジー・専門技術協会（ABIFINA）が主催する第 10 回国際特許・イノ

ベーション・開発セミナーに参加した。「ブラジルのファインケミカル産業のための漸進的イノベーショ

ン」をテーマとした本イベントには、英国スレイ大学ヘルスケアサイエンス局長のライアン・アボット教

授が基調講演に登壇。ファインケミカル産業におけるイノベーションの重要性を説明した。午後の

パネルディスカッションでは、INPI のリアネ・ラージェ特許部長が 2021 年までに審査待ちの特許件

数を 80％削減し、審査期間を出願から平均 2 年間に短縮することを目指す特許バックログ削
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減計画の最初の成果について紹介。また別のパネルでは、INPI 医薬品特許第 2 課のヌービア・

ガブリエラ・シェジッチ課長が、審査活動や INPI の基準から見た場合の漸進的イノベーションにお

ける産業財産の課題について指摘した。 

 

日付 2019 年 12 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/presidente-do-inpi-e-um-dos-50-mais-influentes-em-pi-
em-2019 

タイトル INPI 長官、2019 年版の産業財産分野における 50 人のインフルエンサーに選出 

要約 12 月 4 日版のManaging Intellectual Property 誌は、世界の産業財産分野で 2019 年に最も

影響力があった 50 人に、ブラジル産業財産庁（INPI）のクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官を

選出した。バックログ削減計画の導入やマドリッド・プロトコルへのブラジルの批准といった成果に

より、産業財産庁のオーソリティー分野で最も重要な人物の 1 人として紹介されたもの。 

 

日付 2019 年 12 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 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/622861-ccj-aprova-especificacao-de-software-em-
compra-publica-de-computador/ 

タイトル 憲法司法委員会、コンピュータの公共調達におけるソフトウェア仕様を承認 

要約 連邦下院議会の憲法司法市民権委員会（CCJ）は 12 月 5 日、コンピュータや情報機器の公

共調達契約にソフトウェア・プログラムとライセンスの技術仕様を盛り込むことを義務付ける 2019

年付法案第 2,689 号を承認した。同法案は本会議での審議に回付される。提案者のルーカス・

ヘデッケル下院議員（PSDB 党・リオグランジドスル州選出）は、法案の目的について模倣品ソ

フトウェアを搭載した情報機器の取得を防ぐためだと説明する。同議員は、2014 年にマトグロッソ

州の州立学校で調達されたコンピュータにインストールされたソフトウェアの 40%が模倣品だった事

例を挙げ、公益や共和制の原則を前にこのような害悪のある行為を禁止しなければならないと

指摘した。報告者のサンデルソン下院議員（PSL 党・リオグランジドスル州選出）は、財政・税

制委員会の修正案に沿った承認を推奨。この修正案では、調達仕様を定める際に産業財産

権の侵害行為や模倣品撲滅に関する行政規則をリファレンスとして用いることを要求したものと

なっている。 
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日付 2019 年 12 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-dez-05/opiniao-decisao-stj-protecao-sementes-vitoria-
pais 

タイトル 種子の保護に関する高等司法裁判所の判断は特許システムの勝利 

 

日付 2019 年 12 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/ibepi-divulga-o-ix-boletim-de-informacao-tecnologica-de-
agroalimentos 

タイトル IBEPI、農業食品の技術情報誌第 9 版を公表 

要約 イベロアメリカ産業財産プログラム（IBEPI）は、農業食品技術情報誌第 9版を刊行した。2018

年下半期にアルゼンチン、ブラジル、コロンビア、スペイン、メキシコで出願された 604 件の特許の

データを集めたもの。同誌にはニュースや出願者リストも掲載されており、新開発技術や技術トレ

ンドに関する重要な情報を集めたものとなっている。 

 

日付 2019 年 12 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/iinpi-recebe-delegacao-sul-coreana-para-estreitar-acoes-
de-cooperacao 

タイトル 協力活動の強化へ向け、韓国代表団が INPI を訪問 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 12月 4～6日にかけ、特許情報システムの改善事業の発表及

び INPI の各部門との会議・視察を目的とした韓国特許情報院（KIPI）及び韓国貿易投資振

興公社（KOTRA）の訪問を受けた。初日には、韓国産業財産庁（KIPO）が、知識や技術を

共有するツールとして同庁の KIPOnet システムをベースとしたビジネスモデルの採用に関心のある

国々を対象に提供されるナレッジ共有プログラム（KSP）の紹介セミナーを行なった。KIPOnet と

は、出願・審査・登録・決定・官報上の公告など、これまで手作業に頼っていた産業財産権の行

政手続きの情報統合と自動化を実現するシステム。これにより、インターネット上の情報検索の

効率化や、中断なく提供可能なオンラインサービスの提供など、サービスの迅速化と正確さを確

保できるようになる。同システムは特許登録数で世界第 4 位の韓国において、特許登録に要す
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る期間を 37 ヶ月から 11 ヶ月へと短縮するのに必要不可欠な役割を果たしたという。INPI におけ

る KSP の導入にあたっては、INPI に対する産業財産権の自動化システムの検討・提案に加え、

商標・意匠の画像検索システム、特許における周知技術検索システム、INPI の電子システムの

ベンチマーキングが盛り込まれた。 

 

日付 2019 年 12 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-e-reino-unido-assinam-novo-acordo-de-pph 

タイトル INPI、英国と新たな PPH 協定を締結 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）及び英国産業財産庁（UKIPO）は、新たな PPH パイロット事業

に関する覚書を締結した。今回は技術分野が全分野に拡大された。2019 年 12月 1日に発効

している。 

 

日付 2019 年 12 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://blogs.correiobraziliense.com.br/vicente/governo-estuda-fusao-do-inpi-com-abdi-
para-criacao-de-nova-agencia-industrial/ 

タイトル 政府、新たな産業庁の創設のため INPI と ABDI の合併を検討 

 

日付 2019 年 12 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/anpei-fez-reuniao-do-comite-de-propriedade-intelectual-
no-inpi 

タイトル 全国革新的企業研究開発協会、INPI 内で産業財産委員会会合を開催 

要約 全国革新的企業研究開発協会（ANPEI）は 12 月 11 日、2019 年度最後となる産業財産

委員会会合をブラジル産業財産庁（INPI）にて開催した。テーマには「産業財産と経済の活性

化：ブラジルに進出した国際的企業を通じた国内の研究開発投資を誘致により、INPI の活動

が経済環境にどのように寄与しているか」を掲げた。 
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日付 2019 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2019/12/11/policia-civil-faz-operacao-contra-
pirataria-no-bras-em-sp.ghtml 

タイトル 文民警察、サンパウロ市内にて模倣品対策捜査を実施 

 

日付 2019 年 12 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-dez-12/extincao-inpi-dificultara-avanco-tecnologico-
dizem-juizes 

タイトル 判事ら、INPI の廃止は技術開発の妨げになると主張 

 

日付 2019 年 12 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/mg/grande-minas/noticia/2019/12/12/pm-apreende-37-pacotes-de-
cigarros-contrabandeados-e-24-mil-cds-e-dvds-piratas-em-curvelo-e-tres-marias.ghtml 

タイトル 軍警、クルヴェーロ市及びトレス・マリアス市にて密輸タバコ 37 箱と模倣品 CD・DVD 2 万 4 千点

を押収 

 

日付 2019 年 12 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/Empresa/noticia/2019/12/como-jbl-se-tornou-um-
fenomeno-das-caixinhas-de-som.html 

タイトル JBL はどのようにしてスピーカーの一大現象を起こしたのか 
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日付 2019 年 12 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 A Gazeta ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.agazeta.com.br/entretenimento/cultura/pirataria-na-tv-paga-cerca-de-45-
milhoes-usam-gatonet-no-brasil-1219 

タイトル ケーブルテレビの海賊版行為：ブラジルの不正ネット接続利用者は 450 万人に 

 

日付 2019 年 12 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-dez-15/registro-nome-estilo-cerveja-nao-garante-
exclusividade 

タイトル ビールのスタイルの名称登録には排他的権利を与えない 

 

日付 2019 年 12 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/representantes-chineses-apresentam-sua-estrategia-
nacional-de-pi 

タイトル 中国代表団、産業財産分野の国家戦略を紹介 

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、12月 13日、国家評議

会産業財産戦略に関する省庁間合同室のゴン・ヤリン室長を筆頭とする中国政府の代表団と

の会合に参加した。中国側は、2008～2019 年の国家産業財産戦略と、2020～2035 年へ向

けた次期戦略の立案について説明した。INPI長官は、2019年 12月 1日から発効している中国

産業財産庁（CNIPA）との新たな PPH パイロット事業の合意書への署名を行った。 
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日付 2019 年 12 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-concede-registro-de-indicacao-geografica-para-
melado-do-parana 

タイトル INPI、カパネーマ産の糖蜜に対し地理的表示登録を付与 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、12 月 17 日付の産業財産官報（RPI）第 2554 号にて、地

理的表示（IG）「Capanema」を、「固形糖蜜及び液状糖蜜」に対して原産地表示（IP）とし

て付与する旨を公示した。地理的境界はパラナー州カパネーマ市に位置する約 42 万平方キロの

区域と定められ、地理的表示はイグアス・スイーツ観光協会に対して付与された。同協会による

と、家族農業が主要経済となっているカパネーマ市では、糖蜜の生産が知られるようになり、特に

同市で開催される糖蜜祭りはパラナー州南西地域の伝統的なイベントとなり、他州からの参加

者も集めているという。 

 

日付 2019 年 12 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ma/maranhao/noticia/2019/12/19/policia-e-receita-federal-
realizam-operacao-de-combate-a-pirataria-em-sao-luis.ghtml 

タイトル 文民警察と国税庁がサンルイス市で海賊版撲滅活動を実施 

 

日付 2019 年 12 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 Correio Braziliense ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2019/12/19/internas_econ
omia,815198/reforma-tributaria-servira-para-combater-o-contrabando-e-pirataria.shtml 

タイトル 税制改革は、密輸と模倣品の撲滅にも役立つ 
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日付 2019 年 12 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2019/12/23/a-propriedade-intelectual-
brasileira.ghtml 

タイトル ブラジルにおける産業財産権 

 

日付 2019 年 12 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 Isto É Dinheiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.istoedinheiro.com.br/governo-usa-lei-de-direitos-autorais-e-coloca-dados-de-
redes-sociais-sob-sigilo/ 

タイトル 政府、著作権法を理由に SNS のデータを非公開に 

 

日付 2019 年 12 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-dez-23/profissionais-direito-criticam-proposta-extincao-
inpi 

タイトル 法律専門家ら、INPI を廃止する政府案を批判 

 

日付 2019 年 12 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 Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2019-dez-24/opiniao-emojis-sao-protegidos-direitos-autorais 

タイトル 絵文字は著作権で保護される 
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日付 2019 年 12 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 EBC ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-12/governo-quer-coibir-pirataria-em-
comercio-eletronico 

タイトル 政府、電子商取引における海賊版行為の阻止を図る 

 

日付 2019 年 12 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/12/30/entidade-de-patentes-pede-que-brasil-
se-mobilize-por-tecnologia-e-inovacao.ghtml 

タイトル 世界知的所有権機関、ブラジルに技術・イノベーション活動の活性化を提言 

 

日付 2019 年 12 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/colunas/painelsa/2019/12/funcionarios-do-inpi-articulam-
resistencia-contra-possivel-extincao.shtml 

タイトル INPI 職員、同庁の廃止の可能性に対して反対活動の動き 
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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。 

 

 

 


