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１

産業財産権法制
１．１ 産業財産権制度に関する法令
ブラジルでは産業財産法(法律 9,279 号：1996 年 5 月 14 日施行、及び法律第 10,196
号：2001 年 2 月 14 日施行)により、発明特許、実用新案特許、工業意匠、商標、出
所及び原産地の地理的表示の保護を定めている1。
産業財産法

第 2 条2

産業財産権に関する保護は，ブラジルの社会的利益並びに技術及び経済発展を考慮
し，次に掲げる方法によって与えられる。
(I) 発明特許及び実用新案特許の付与
(II) 工業意匠（以下「意匠」と略称する。）登録の付与
(III) 商標登録の付与
(IV) 虚偽の地理的表示の防止、及び
(V) 不正競争の防止
産業財産法の主な構成は以下のとおりである。
第1編
第2編
第3編
第4編
第5編
第6編
第7編
第8編

特許
意匠
標章
地理的表示
産業財産権の侵害
技術移転及びフランチャイズ
総則
経過規定及び最終規定

ブラジルの産業財産法では、発明(Invençao)に関する特許は発明特許、実用新案
(Modelo de Utilidade)に関する特許は実用新案特許と呼ばれ、一般的に「特許
(Patentes)」と呼ぶ場合、両者を包含している。産業財産法の第 1 編特許の中で両者
が規定されている3。
1

特許庁、外国産業財産権制度情報
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/mokuji.htm (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
2 以下、特別の注釈がある場合を除き、枠囲内はすべてブラジル産業財産法の条文を表す。
3 本調査報告では日本の特許制度と語義を整合させるため、特に断りのない場合、ブラジルの「発明
特許」を「特許」
、同じくブラジルの「実用新案特許」を「実用新案」とそれぞれ呼ぶ。

9

I．ブラジル

A．概要

１．２ その他関連法令・規則
INPI(ブラジル産業財産庁、以下「INPI」と呼ぶ)は産業財産法を実施するために各
種の決議(Resolução)や規範命令(Instrução Normativa)を施行している。まず特許・
実用新案、意匠、商標のそれぞれの制度ごとに決議又は規範命令を挙げ、その後、関
連するその他の法令を挙げる。
（１）特許・実用新案
特許制度に関する最新の規範命令は、2013 年 12 月 4 日に施行された規範命令
30/2013(Instrução Normativa PR nº 30/2013、施行) 4と規範命令 31/2013(Instrução
Normativa PR nº 31/2013) 5である。これら法律には発明特許と実用新案特許の両方
が含まれている。規範命令 30/2013 は明細書の書き方を規定している。また規範命令
31/2013 は出願の方式を規定し、権利の原始帰属や優先権の申請などを定めている。
日本特許庁のウェブサイトには規範法 127/97(Ato Normativo 127/97、1997 年 5
月 15 日施行)の和訳が「特許規則」として掲載されているが6、この法律は規範命令
17/2013(Instrução Normativa PR nº 17/2013、2013 年 3 月 18 日)として更新された
後、さらに規範命令 30/2013 及び規範命令 31/2013 に更新されている。
（２）意匠
意匠制度に関する最新の規範命令は、規範命令 13/2013(Instrução Normativa PR
nº 13/2013、2013 年 12 月 4 日施行)である7。このほか規則として、意匠規範法(Ato
Normativo 161/02、2002 年 6 月 10 日施行)が施行されている8。
日本特許庁のウェブサイトには規範法 129/97(Ato Normativo 129/97、1997 年 5
月 15 日施行)の和訳が「意匠規則」として掲載されているが9、この法律は規範命令
13/2013 として更新されている。
（３）商標
商標制度の運用に関する規則は、従来、規範法 131/97(Ato Normativo 131/97、1997
年 5 月 15 日施行)が施行されていたが、現在はこれに代わり、決議 142/2014(Resolução
INPI、規範命令 30/2013
http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_030_in_17_2013_exame_tecnico_versao_final_03_12_2013(1
)_1.pdf (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
5 INPI、規範命令 31/2013
http://www.inpi.gov.br/images/docs/in_31_in_17_2013_administrativo_versao_03_12_2013_0.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
6 特許庁、ブラジル特許規則
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/brazil/pr/mokuji.htm
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
7 INPI、http://www.inpi.gov.br/images/docs/instrucao_normativa_13-2013.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
8 特許庁、ブラジル意匠規則
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/brazil/idr/mokuji.htm
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
9 特許庁、ブラジル特許規則
http://www.jpo.go.jp/shiryou/s_sonota/fips/brazil/pr/mokuji.htm
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
4

10

I．ブラジル

A．概要

142/2014、2014 年 11 月 27 日施行)が最新の規則となっている。この規則では新たに
商標マニュアル(Manual de Marcas)を作成し、商標制度の運用手順を規定している。
商標マニュアルは INPI のホームページで公開されており10、PDF 形式でダウンロー
ドすることもできる11。2015 年 2 月時点で最新版は 2014 年 12 月版となっている。
（４）その他
このほか以下のような産業財産権に関わる法律がある。
・法律第 9456/1997 号
(植物品種保護に関する、発効日：1997 年 4 月 25 日)
・法律第 11484/2007 号
(集積回路トポグラフィーの保護に関する、発効日：2007 年 5 月 31 日)
・法律第 9609/1998 号
(ソフトウエアの知的財産権の保護、発効日：1998 年 2 月 20 日)
・法律第 12529/2011 号
(独占禁止制度の明記、発効日：2012 年 5 月 29 日)
・ブラジル憲法
(工業的発明及び創造、商標、商号及び他の標章に関する第 5 条第 XXIX 項、
発効日：1988 年 10 月 5 日)
１．３ 審査基準・ユーザーガイド
（１）特許・実用新案
①審査基準
ブラジルでは特許及び実用新案に関して以下の審査基準が一般に公開されている。
a. 特許審査基準(2002 年版、2013 年版)
ブラジルの現行の特許審査基準(Diretrizes de Exame de Patentes)は 2002 年版12、
及び 2013 年版13の二つで構成されている。INPI の特許出願の審査において審査官が
順守すべき内容がまとめられている。
2002 年に施行された特許審査基準(2002 年特許審査基準)は、2013 年 12 月に施行
された特許審査基準(2013 年特許審査基準)により一部の内容が置き換えられている。

INPI, Manual de Marcas, http://manualdemarcas.inpi.gov.br/
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
11 INPI, http://www.inpi.gov.br/images/docs/manual_de_marcas_(arquivo_unico).zip
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
12 INPI、特許出願審査基準 2002 年版
http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_doc_20_de_dez_verso_final_26_dez.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
13 INPI、特許出願審査基準 2013 年版
http://www.inpi.gov.br/images/docs/bloco_1_revisado_03_jul_2013(2).pdf_dez_2013.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
10
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2013 年特許審査基準において置き換えられていない内容については、引き続き 2002
年特許審査基準の内容が有効である14。
b. コンピュータプログラム関連審査基準
ブラジルの産業財産法は、コンピュータプログラム自体、数学の方法、商業・会計
の手段などに対しては特許を認めていない(第 10 条)。特許制度の運用手順を定めた規
範法 127/97 ではコンピュータプログラム関連の特許出願について詳しい運用が示さ
れていないため、これを補うために関連分野の専門の審査基準として、コンピュータ
プログラム関連審査基準(Procedimentos para o Exame de Pedidos de Patentes
Envolvendo Invenções Implementadas por Programa de Computador)が 2011 年に
施行された15。
c. バイオ・医薬品関連特許審査基準
1994 年 12 月 31 日以降のバイオテクノロジー及び医薬品分野における特許出願審
査基準(Diretrizes para o Exame de Pedidos de Patente nas Áreas de Biotecnologia
e Farmaceutica Depositados após 31/12/1994)は、医薬品、農薬などバイオテクノロ
ジーに関連する分野の特許出願を審査するために、2002 年特許審査基準を補足する
目的で作成された16。
d. 実用新案審査基準
実用新案の審査基準を定める実用新案審査基準(Diretrizes de Exame de Patente
de Modelo de Utilidade、2012 年 11 月 7 日施行)が施行されている17。産業財産法第
8 条で規定される発明特許と第 9 条で規定される実用新案特許の違いに触れた上で、
願書、明細書、クレームなどに関する記載要件、審査手順などが示されている。
②ユーザーガイド
INPI のホームページでは、一般的な出願人向けに産業財産権制度の概要や出願方
法を紹介している18。産業財産権の出願・維持などの手続に必要な各種の申請用紙が

AIPPI-JAPAN、平成 25 年度特許庁産業財産権制度各国比較調査研究、「各国における特許の審査
基準・審査マニュアルに関する調査研究報告書」
（2014 年 3 月）
15 INPI、コンピュータプログラム関連審査基準
http://www.inpi.gov.br/images/stories/Procedimentos_de_Exame.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
16 INPI、バイオ・医薬品関連特許審査基準
http://www.inpi.gov.br/images/stories/Diretrizes_Farmaceutica_e_Biotec.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
17 INPI、実用新案審査基準 2012 年版
http://www.inpi.gov.br/images/stories/slideshow/Diretrizes_de_exame_de_patentes_de_modelo_de_
utilidade.pdf (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
18 INPI、基本ユーザーガイド、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_patentes
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
14
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電子形式で保存されており、いずれもダウンロードすることが可能である19。
また、上記のホームページでは、産業財産権に関しての知識の少ない利用者向けに、
特許制度(発明特許・実用新案特許を含む)を説明した特許出願ガイド(Guia para
Depósito de Patentes、2008 年)が公開されている20。
（２）意匠
①審査基準
ブラジルでは意匠制度を施行するために、規範法 161/02 号(Ato Normativo 161/02)
及び規範命令 13/2013 号(Instrução Normativa PR nº 13/2013)が施行されている。一
方で 2014 年 12 月時点では、意匠の審査基準は公開されていない21。
②ユーザーガイド
INPI のホームページ上で意匠の出願の手順に関する説明が掲載されている。また、
検索システムを利用して、意匠の先行調査を行うことができる22。
（３）商標
①審査基準
最新の商標審査基準(Diretrizes de Análise de Marcas)は 2012 年 12 月 11 日に発行
されたもので、INPI ホームページ上で公開されている23。ブラジルでは商標(Marca)
が保護されるが、その定義や識別力を判断する上での基準が記されている。
②ユーザーガイド
a. 商標マニュアル
INPI のホームページ上に、商標マニュアル(Manual de Marcas)が公開されている
24。弁護士や弁理士、一般利用者を対象として、商標の登録、維持に必要な手続や、
審査の手順などを紹介されているほか、商標に関連する法律や国際協定を収録してい
る。
INPI、申請用紙ダウンロードサイト
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/downloads_de_formularios_para_pedidos_protocolados_em_pa
pel_no_inpi (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
20 INPI、特許出願ガイド
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/patentes/pdf/Guia_de_Deposito_de_Patentes.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
21 現地事務所への調査結果
22 INPI、pPI(産業財産権検索システム)、https://gru.inpi.gov.br/pPI/
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
23 INPI、商標審査基準
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/inpi-marcas_diretrizes_de_analise_de
_marcas_versao_2012-12-11.pdf (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
24 INPI、商標マニュアル、
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/Manual_de_Marcas
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
19
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b. 紙形式出願のためのマニュアル
INPI は決議 279/2011(Resolução 279/2011、Manual do Usuário da diretoria de
Marcas: Para Apresentação de Pedidos e Petições em Papel、2011 年 12 月 29 日施
行)によって、紙形式の書類による商標出願に対する INPI 内の運用を定めたマニュア
ルを作成した25。
c. 電子出願システムの利用マニュアル
INPI のホームページ上で商標の出願の手順に関する説明が掲載されている26。また、
電子出願システム E-Marcas の利用方法に関する PDF のマニュアルをダウンロード
することができる27。
２ 産業財産権制度の管轄機関
（１）ブラジル産業財産庁(INPI)
ブラジルで産業財産権の登録及び保護に関し責任を有する機関は、開発商工省傘下
のブラジル産業財産庁(INPI：Instituto Nacional da Propriedade Industrial)である。
①INPI の役割
ブラジルでは、発明及び実用新案に対する産業財産権は、特許の付与により取得さ
れるものである。また、商標、意匠、原産地の地理的表示に対する産業財産権は、登
録により取得される。特許の付与及び産業財産権の登録はいずれも INPI により行わ
れる。
②INPI の組織体制
INPI の組織体制を次頁の図に示す28。長官が特許総局、商標部、調整及び技術情報
部、技術契約部を管轄している。また、INPI の活動を監視するオンブズマンの職位
が用意されており、定期的に INPI の活動についてオンブズマンが報告書を作成して、
公開している。

INPI、紙形式出願のためのマニュアル
http://www.inpi.gov.br/images/stories/downloads/marcas/pdf/MANUAL_DO_USUARIO_EM_PAP
EL_EDITADO_EM_22_de_agosto_DE_201.pdf (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
26 INPI、商標基本ガイド、
http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/guia_basico_de_marcas (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
27 INPI、電子出願システムの利用マニュアル
http://www.inpi.gov.br/images/docs/manual_do_usuario_e-marcas_-_versao_2_2_final_0.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
28 JETRO、
「模倣対策マニュアル－ブラジル編」
（2011 年 3 月）
25
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INPI の組織構成
③INPI の職員数(2013 年)29
職員数：1,086 名
審査官：324 名
(特許：227 名、実用新案：7 名、意匠：4 名、商標：68 名)
審判官：11 名、事務官：726 名
（２）国家衛生監督庁
ブラジル国内で出願された医薬品特許は、INPI による審査の前に、国家衛生監督
庁(ANVISA：Agência Nacional de Vigilância Sanitária)30による事前審査を受け、
承認を得る必要がある。
３ 産業財産権制度の動向
３．１ 政策
（１）特許
①滞貨の解消と審査官の不足
INPI では特許の審査に 10 年以上、商標の審査に 2 年以上がかかっており、特許部
門(DIRPA)、商標部門(DIRMA)のいずれにおいても、審査案件の滞貨(バックログ)を

AIPPI-JAPAN アンケート調査(2013)。なお職員数、審査官数と各要素の合計が合致しない。調査
の回答に含まれていない他の部門の人数が全体に含まれていると推測される。
30 ANVISA、http://portal.anvisa.gov.br/
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
29
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解消するために審査官の人員を確保することが課題となっている31。この問題の原因
は審査官の雇用体制にあるが、特許部門と商標部門では状況が異なる。
特許部門では、審査官の要件として理工学系の修士又は博士の高い学歴が求められ
るにも関わらず、給与待遇が相対的に低いため、審査官を募集しても十分な人員を確
保することができていない。仮に審査官として採用されたとしても、審査官の多くは
審査業務に定着せず、数年でほかの政府機関に転職してしまう例が多い。
一方、商標部門では、商標出願の滞貨に応じて、非常勤の審査官の人数を増減させ
ており、一時的な雇用が多い状況にある。長く安定して審査業務に就く審査官が少な
いため、審査の質を一定に保つことが難しく、審査処理能力が向上していない。
上記のように人的な資源の不足が、特許部門、商標部門のいずれにおいても大きな
課題となっている。
②特許審査ハイウェイ
ブラジルは特許審査ハイウェイ(PPH)制度を導入していない。2011 年に米国特許商
標庁(USPTO)と INPI の間で、PPH の二国間協定の提携が検討されたが、ブラジル
国内の反対意見のため署名は延期され、現在でも成立に至っていない32。
（２）実用新案
実用新案制度は、非居住者(外国人)の利用は少なく、多くはブラジル国内の居住者
である33。実用新案は特許に比べて、進歩性の要件が低いので、比較的容易に登録す
ることができる。
実用新案特許の審査の滞貨の件数は多く、発明特許の審査の滞貨の件数と比べてそ
れほど差はない。滞貨の解消を目的として、2013 年に施行された決議 14/2013
(Resolução nº 14/2013)では、特許及び実用新案の出願は 5 つのレーンに分けられ、
実用新案は第一のレーンとして独立することになった34。しかし審査レーンが導入さ
れても特許及び実用新案の滞貨を数年のうちに急激に減らすことは困難であると見
られている。
（３）意匠
現行の意匠制度には以下の課題がある35。
・意匠の電子出願システムの導入
・審査基準の公開
31

現地事務所への調査結果
Agência Brasil (ポルトガル語)、
http://memoria.ebc.com.br/agenciabrasil/noticia/2011-03-18/governo-adia-assinatura-de-acordo-depatentes-com-eua (最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
33 現地事務所への調査結果
34 詳細は「B.特許 3.2 審査の手順」の項で後述
35 現地事務所への調査結果
32
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ブラジルでは意匠の審査基準が公開されていない36。INPI は新たな審査基準のドラ
フトを有しているものの、一般には公開していない。
（４）商標
①商標制度の課題
現行の商標制度には以下の課題がある37。
・審査期間の短縮
・審査の質の統一
・マドリッドプロトコルへの加盟
②マドリッドプロトコルへの加盟
ブラジルは過去にマドリッドプロトコルに加盟する方針を示している。しかし現状
では商標の審査に平均で 2 年程度かかっているため、国際出願から 18 か月以内に拒
絶の通知を行うというマドリッドプロトコルの規定を遵守することができない。電子
出願システムの導入、PDF による文書公開、審査官の増員などの対策により、審査
期間を短縮しようとしているが、十分な効果が得られていない。また、国内産業の保
護のために、条約加盟に否定的な勢力があることも加盟を難しくしている38。以上の
状況から、ブラジルがマドリッドプロトコルへ加盟する見通しは立っていない。
３．２ 利用促進・活用支援
（１）利用促進
INPI は産業財産権制度の一般的な利用を促進するために以下のような取り組みを
行っている39。
・国内向けの産業財産制度の利用促進プログラム40
・一般利用者向けのセミナー
・INPI ホームページのシステムに関する意見の募集
・特定地域への助言活動の展開
（２）資金援助
中小企業や個人向けに、出願の手数料の減額など金銭的な支援を行っている。

36

現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
38 現地事務所への調査結果
39 現地事務所への調査結果
40 INPI、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/nacional_e_regional#
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
37
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３．３ 模倣品対策
INPI は産業財産権の審査・管理を専門としており、模倣品対策は他の官庁が管轄
している41。このため INPI は模倣品対策に関して直接的な業務を行っていない。INPI
の役割は模倣品についての助言的な業務に留まっている。
３．４ 主要な判決
（１）特許・実用新案
ブラジルは成文法の法制度を採用し、憲法に規定されている立法権の範囲内で、連
邦、州及び市町村に法律を定める権限を与えている。ブラジルにおいて、判例は法律
と同一の効力を生じないとはいえ、裁判官の判決に重大な影響を及ぼす。
以下に特許制度の実務に影響を与えたいくつかの判決を挙げる。
①パイプライン特許の有効期限の制限(# 731.101 訴訟及びその他の類似の訴訟)
本訴訟において最高裁判所は、パイプライン特許の有効期限を制限した。判決によ
れば、これらの特許は、後に放棄された場合であっても、最初に出願した国の残りの
有効期限が認められるが、最初の外国出願日から起算される。
②裁判所に指名された専門家の見解(# 2007.02.01.000118-0 訴訟及びその他の類似の
訴訟)
この訴訟により、第二巡回控訴裁判所は、専門家を指名するための第一審裁判所の
ガイドラインを変更した。当該判決によれば、訴訟で指名される専門家は、該当する
審査分野で専門的意見を述べた実績のある者に限定すべきとしている。
③無効宣言を回避するためのクレームチャートの変更(# 2007.51.01.813311-7 訴訟及
びその他の類似の訴訟)
本訴訟において、裁判所は特許の無効を回避するためにクレームチャートを無効の
訴えで補正することができ、補正は出願時のクレームの範囲に制限されるとした。
（２）意匠
①自動車部品の意匠保護
主に自動車分野で、組立部品と完全に適合することが必要な部品は「Must Fit(又
は Must Match)」部品と呼ばれ、このような部品の意匠を保護することは消費者の利
益を損ねるという考え方があり、産業財産権の分野では広く議論されている42。

41

現地事務所への調査結果
AIPPI-JAPAN、
「各国における意匠保護の及ばない範囲の実態調査研究報告書」、平成 20 年度産業
財産権制度各国比較調査研究等事業。
「Must Fit」部品に関して世界各国の動向が調査、分析されてい
る。 http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/chousa/pdf/zaisanken_kouhyou/h20_report_03.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)

42
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自動車の補修部品については、新車を製造・販売する自動車メーカーが、中古車向
けに部品を製造・販売する部品メーカーに対して、権利行使を行う例が多い。
ブラジルでは Must Fit 部品に関連して、自動車部品の企業団体・ブラジル自動車
部品製造連盟(ANFAPE: Associação Nacional dos Fabricantes de Autopeças)が、組
立品に適合させるのに必要な部品の意匠は保護されるべきではないと主張して、ブラ
ジル連邦裁判所に対して意匠権の無効訴訟を提起し、自動車メーカー3 社(FIAT、
FORD、VOLKSWAGEN)の産業財産権の有効性を争っている43,44。訴訟の争点の一
つは、意匠が本質的に機能的な特徴を有しているかという点である。
第一審における連邦裁判所の判決は、意匠を無効とすべきと判断し、比較的影響の
大きいものとなった。しかし、その後、連邦裁判所は上記のような意匠権は保護可能
であるということを示し、判断を覆している。
連邦裁判所の判断があいまいなため、原告(部品メーカー側)は特別抗告を行い、現
在係属中であり、抗告部の大合議(The Full Panel of the Boards of Appeal)において
審理される予定である。
なお、INPI は、
「Must Fit」部品に対する保護について賛同する立場を示している
45。
（３）商標
本調査では商標制度の運用に実質的な影響を与えた判例は確認されなかった46。

Luis Alberto da Silva Camelier、“Desenho industrial: abuso de direito e o reflexo na concorrência
do mercado de reposição” （工業意匠：権利の濫用と修理品市場の競争の反映）
http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2132/tde-02042013-111046/pt-br.php
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
44 Camelier（ブラジル法律事務所）
http://www.camelier.com.br/noticias/152/abuso-no-registro-de-desenho-industrial-de-partes-de-obj
etos-complexos-e-tese-de-doutorado-defendida-pelo-titular-da-camelier.html
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
45 現地事務所への調査結果
46 現地事務所への調査結果
43
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国際協力

（１）外国の関連機関との提携
INPI は外国の知財庁や研究機関と協力覚書を交わし、情報交換や業務提携の関係
を構築している47。INPI 公式サイトには、米国、欧州連合、ドイツ、韓国をはじめ、
ウルグアイ、チリ、パラグアイなど、28 件の協力覚書のリストが掲載されている。
（２）日本との協力
前項で紹介した INPI の協力覚書リストには掲載されていないものの、2010 年 4
月、日本特許庁と INPI は両庁間の人材交流や情報交換などで協力する覚書を締結し
た48。これまで日本特許庁は INPI の特許審査官を研修生として受け入れ、審査業務
の教育を行い、INPI の審査能力の向上に協力している49。
このほか、2014 年 9 月、ANVISA のバルバーノ長官が日本特許庁を訪問し、医薬
品特許の審査に関して意見交換を行った50。
（３）WIPO からの協力支援
ブラジルは WIPO が主催している国際協力プログラムに協力受入国(Beneficiary
Country)として数多く参加し、審査業務システムの構築や特許審査官の育成などの研
修を通じて人材の育成を図っている。
WIPO が提供している支援プログラムの検索サイト(Technical Assistance
Database)を利用して過去の支援プログラムの履歴を調べたところ、2009 年 1 月～
2014 年 10 月の間、ブラジルが協力受入国となったプログラムが 186 件あり、うち
84 件がブラジル国内で開催されていたことがわかった51。この中には日本特許庁が協
力提供国として参加したプログラムも含まれている。

INPI、http://www.inpi.gov.br/portal/artigo/atividades_bilaterais,_regionais_e_bilaterais
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
48 特許庁、
「日本特許庁とブラジル産業財産庁の協力覚書締結について」
、
http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/torikumi/kokusai/kokusai2/japan_brazil.htm
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
49 Tatiana Carestiato da Silva (INPI 特許審査官)、
「特許審査官の教育と研修」
、
http://www.jpo.go.jp/torikumi/kokusai/kokusai2/pdf/ipcoop_asia-pacific/2012jpo_brazil.pdf
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
50 特許庁、http://www.jpo.go.jp/shoukai/soshiki/photo_gallery2014090302.htm
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
51 WIPO Technical Assistance Database、http://www.wipo.int/tad/en/index.jsp
(最終アクセス日：2015 年 2 月 27 日)
47
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１

滞貨の問題
特許の審査期間が 10 年以上、商標は 2 年以上と、出願から査定までに長い期間を
要することがブラジルの大きな特徴である。特許の審査期間は技術分野によって異な
るものの、9.0 年(農業分野)から 14.2 年(通信分野)と諸外国の審査期間に比べるとか
なり長い。INPI への特許出願のうち、8 割以上が外国出願である。ブラジル国内へ
市場参入する外国企業にとっては、事業を成功させる上で、知的財産権の保護が重要
な課題となるが、特許に関しては権利を得るまでに 10 年程度を要することが大きな
障壁となる。
ここで特許審査の処理能力を見てみたい。INPI が公開した 2013 年の統計によると、
特許は年間 33,989 件の出願があるところ、登録、拒絶、取下など全ての査定(オフィ
スアクション)を含めた数値は年間 15,946 件に留まっており(「B.特許 4．統計情報」
参照)、滞貨(バックログ)が積み重なっている状況が見られる。同じ統計の月別データ
を見ると、出願は月平均約 2,800 件程度で安定しているものの、査定については月平
均約 1,300 件と少なく、少ない月は 600 件に満たない。以上から、滞貨の直接的な原
因として絶対的に審査の処理能力が不足していることが窺われる。
INPI は審査期間を短縮し、滞貨を解消するために、電子システムの導入や審査官
の増員などの対策を図っているものの、十分な効果は得られていない。現地法律事務
所からは、審査官の待遇が十分でないことから、離職が多い状況にあり、組織全体の
審査処理能力が不足しているとの指摘があった136。
２

無審査主義の意匠制度
ブラジルでは意匠制度に無審査主義が採用されており、方式審査で登録要件に不備
がなければ、実体審査なしに意匠が登録される。一方で意匠の登録を受けた権利者は、
登録意匠が権利として有効であることを確認するために、INPI に対して新規性、独
創性に関する実体審査を請求することができる。
無審査であるため、差止請求や損害賠償請求など、意匠の権利を行使する際には、
裁判で権利が有効であることが重要となる。現地法律事務所によると、権利行使の際
には、事前に実体審査を受けて、権利を確定することを勧めている。意匠権の侵害を
訴えた裁判では、原告側が実体審査を受けていないために侵害差止が無効となった判
例があることに注意する必要がある。
現地法律事務所によると、意匠の権利化にかかる期間としては、出願から登録まで
に要する期間が平均 1.5 年であり、無審査である割に長い期間を要する。また、登録
後に実体審査を請求した場合、審査の結果を得るまでに 8～12 か月がかかるので、意

136

現地事務所への調査結果
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匠の権利行使を確実にしたい出願人又は権利者は、出願のスケジュール管理に十分に
注意する必要がある137。
３

商標制度の動向
人口が 2 億人を超え、長期的な経済成長が期待されるブラジルには、多くの外国企
業が参入に意欲的である。商標の外国からの出願は、2009 年に 18,292 件(全体：
112,661 件)であったところ、2013 年に 31,092 件 (全体：163,422 件)まで伸び、4 年
間で 70%程度増加している。
こうした状況の中、外国企業にとっては、ブラジルがマドリッドプロトコルに加盟
して、国際出願を受け入れる環境が整うことが望ましい。しかしブラジルでは商標の
審査期間が 2 年以上となっていることから、マドリッドプロトコルで最長 18 か月と
されている拒絶応答期間の規定を満たすことができない状況にあり、マドリッドプロ
トコルの加盟の見通しは立っていない。

137
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維持手続についての ている。
けeLearningが公開
ガイドがダウンロード
されている。
できる。

商標登録、維持に必
要な手続や審査手順
についての商標マ
ニュアルが公開されて
いる。

意匠

商標

実用新案出願、PCT
出願、オンライン手続
き、出願人の手続に
ついてのガイドライン
が公開されている。

IV．インド

III．コロンビア

INPIのホームページ
上で意匠の出願の手
順に関する説明が掲
載されている。

特許及び実用新案の
出願人向けのユー
特許
ザーガイドをIMPI
特許制度(発明特許・ ホームページからダウ
実用新案特許を含
ンロードすることがで
む)を説明した特許出 きる 。特許と実用新
願ガイド(2008年版) 案の違い、出願から
特許登録までの流
が公開されている。
れ、出願の方法など、
実用新案
基本的な事項が網羅
されている。

項目

審査のためのガイドラ
インは公開されている
が、出願人向けに特
別に作成されたガイド
ラインはないようであ
る。

V．ロシア

