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ジェトロ・サンパウロ事務所での業務
岡本正紀

ジェトロ・サンパウロ事務所 知的財産権部 部長

抄録
2016 年 10 月にジェトロ・サンパウロ事務所知的財産権部（サンパウロ知財部）は活動を開
始しました。本稿では、サンパウロでの生活などにも触れつつ、サンパウロ知財部の業務やブ
ラジル知的財産制度の最新動向について紹介します。

1. はじめに
日本から見て地球の裏側にあるジェトロ・サンパ
ウロ事務所知的財産権部（以下、
「サンパウロ知財
部」
）
に出向中の岡本と申します。日本国特許庁
（JPO）
がジェトロ・サンパウロ事務所に職員を派遣したの
は今回が初めてであり、私はサンパウロ知財部をゼ
ロから立ち上げるという貴重な経験を積ませても

【写真 1】都心のオアシス、イビラプエラ公園（サンパウロ）

らっています。本稿では、まずブラジルの概要やサ
ンパウロでの生活について紹介し、次にサンパウロ

ジが強いのではないでしょうか。かく言う私も、赴

知財部の業務について説明します。最後に、ブラジ

任するまで、大多数の日本人と同じく、ブラジルに

ル知的財産制度の最新動向について紹介します。

対する知識をほとんど持ち合わせていませんでした。
ブラジルの人口は約 2 億 600 万人（日本の約 1.6

2. 世界の中でのブラジル

倍）で、中国、インド、米国、インドネシアに次い
で世界第 5 位です。 また、 面積は 851 万平方キロ

2016 年のリオデジャネイロオリンピックのおかげ

メートル（日本の約 22.4 倍）で、こちらもロシア、

で日本人にとってブラジルは以前よりも馴染みのあ

カナダ、米国、中国に次いで世界第 5 位となってい

る国になったのではないかと思います。ただ、日本

ます。 そして、 国の経済規模を示す GDP は約 1 兆

から見て地球の反対側に位置し、公用語がポルトガ

8000 億米ドル（日本の約 36％、一人当たりの GDP

ル語ということもあり、依然として多くの日本人に

は日本の約 22％）で世界第 9 位となっています。

とってブラジルはサッカー、カーニバル、アマゾン

表1に示すように有力新興国グループである

といった単語と関連づけられた遥か遠い国のイメー

BRICS 内で比較すると、進出日系企業数、人口や経

表1

BRICS 各国との比較

進出日系企業数［順位］
中国
インド

GDP

一人当たりの GDP

32,313［ 1 ］

13 億 8271 万人

人口

11 兆 2183 億ドル

8113 ドル
1723 ドル

4,590［ 3 ］

12 億 1019 万人

2 兆 2635 億ドル

ブラジル

686［18］

2 億 0608 万人

1 兆 7747 億ドル

8727 ドル

ロシア

450［19］

1 億 4680 万人

1 兆 2807 億ドル

8929 ドル

南アフリカ

280［26］

5591 万人

2955 億ドル

5261 ドル

※表 1 はジェトロウェブサイト、外務省ウェブサイト及び、海外在留邦人数調査統計（平成 29 年要約版）の各種データに基づい
て作成。
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表2

ASEAN 主要国との比較

進出日系企業数［順位］

人口

インドネシア

1,810［ 5 ］

2 億 5871 万人

9320 億ドル

3604 ドル

タイ

1,783［ 6 ］

6676 万人

4070 億ドル

5899 ドル

ベトナム

1,687［ 7 ］

9270 万人

2026 億ドル

2215 ドル

フィリピン

1,440［ 8 ］

1 億 0098 万人

3050 億ドル

2924 ドル

マレーシア

1,362［ 9 ］

3170 万人

2970 億ドル

9390 ドル

686［18］

2 億 0608 万人

1 兆 7747 億ドル

8727 ドル

ブラジル

GDP

一人当たりの GDP

※表 2 はジェトロウェブサイト、外務省ウェブサイト及び、海外在留邦人数調査統計（平成 29 年要約版）の各種データに基づいて作成。

表3
進出日系企
業数［順位］

人口

中南米主要国との比較
一人当た
りの GDP

GDP

2016 年の出願件数（日本からの出願）
特許

意匠

商標

メキシコ

1,111［12］1 億 2227 万人 1 兆 0460 億ドル

8562 ドル 17413（1181）

4296（213） 128902（  806）

ブラジル

686［18］2 億 0608 万人 1 兆 7747 億ドル

8727 ドル 28010（1829）

6027（287）166368（1128）

パラグアイ

232［31］

685 万人

4070 ドル

317（  ---   ）

チリ

95［44］

1819 万人

2470 億ドル 13576 ドル

274 億ドル

2907（  103）

152（  --  ） 14745（  343）
401（  54） 33642（  253）

コロンビア

87［49］

4875 万人

2824 億ドル

5792 ドル

2203（    83）

533（  39） 27560（  209）

アルゼンチン

78［51］

4359 万人

5451 億ドル 12503 ドル

3809（  110）

1653（  67） 71058（  410）

ペルー

72［53］

3149 万人

1951 億ドル

6199 ドル

1163（    42）

303（  61） 25577（  200）

ベネズエラ

57［55］

3103 万人

2873 億ドル

9258 ドル

1598（  ---  ）

462（  --  ） 19587（  ---  ）

パナマ

47［64］

404 万人

551 億ドル 13654 ドル

417（       5）

52（     5）

8862（ 101）

※表 3 はジェトロウェブサイト、外務省ウェブサイト、WIPO ウェブサイト及び、海外在留邦人数調査統計（平成 29 年要約版）の各種デー
タに基づいて作成。パラグアイの出願件数はパラグアイ知的財産庁から聴取した数値であり、ベネズエラの出願件数は特許と商標が
2011 年、意匠が 2000 年の件数となっている。

済規模という点で、中国やインドには敵いません

を構えています。

が、ロシアや南アフリカを上回っています。ただ、

一時帰国した時などに「サンパウロでの生活はど

表 2 から明らかなように、進出日系企業数という切

うですか？」とよく聞かれますが、サンパウロでの

り口で見てみると、アセアン主要国と比較して、日

生活を上手く正確に伝えるのはなかなか難しいもの

本の産業界にとってブラジルは遠い存在となってい

があります。というのも、ブラジルに限らず、日本

ます。しかしながら、表 3 に示すように、ブラジル

を離れて海外で暮らすということは新鮮で刺激的な

が中南米地域の経済・知財大国であることは紛れも

ことですが、その「新鮮で刺激的」と感じる瞬間は

ない事実と言えます。

日々の生活にちりばめられているからです。そこ

3. サンパウロでの生活
サンパウロはブラジルの首都だと勘違いされがち
ですが、ブラジルの首都はブラジル高原の未開の地
に建設された計画都市ブラジリアです。1960 年に
ブラジル政府はリオデジャネイロからブラジリアに
遷都しました。ちなみに、リオデジャネイロの前は
ブラジル北東部の大西洋岸にあるサルバドールがブ
ラジルの首都でした。サンパウロは過去に一度も首
都という地位を獲得したことはありませんが、ブラ
ジル最大の都市（南半球最大の都市でもある）とし
て経済の中心を担っています。そのため、ブラジル
に進出している日本企業の多くもサンパウロに拠点

tokugikon
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で、 本稿では私がサンパウロに約 1 年半住んで良

では、刺身などより多くの種類の日本食材が取り扱

かったと感じた点と、困ったと感じた点について代

われています。さらに、リベルダージという日本人

表的なものをそれぞれ 2 つ紹介したいと思います。

街（近年は中国や韓国の店も多いため東洋人街と呼
ぶ方が適当かもしれません。）に足を運べば、日本

①良かった点（その 1）

から輸入されたものであるため若干値は張ります

サンパウロに住んで良かったと感じたことはいろ

が、あらゆる日本食材を入手することができます。

いろとありますが、まず思い浮かぶのは日本食材の

我が家で食卓を囲んでいると、時折、誰からともな

豊富さでしょうか。最初の日本人移住者を乗せた笠

く自然と「食卓だけ見るとブラジルに住んでいると

戸丸がサントス港に入港したのが今から 110 年前

いうことが信じられないね。」といった言葉が漏れ

の 1908 年、現在では 150 万人に上るとも言われる

出します。

海外最大の日系社会がブラジルには存在します。そ
②良かった点（その 2）

のため、日本人にとって馴染みのある食材のほとん
どはサンパウロで入手することができます。一般的

ブラジルの気候というと常夏の熱帯雨林気候を想

なスーパーでも、醤油、うどん、豆腐といった加工

像しがちですが、国土の広いブラジルでは地域に

食品から日本でおなじみのゴボウやオクラといった

よって気候は大きく異なります。アマゾン地域など

野菜まで普通に取り扱っています。これらの食品は

常夏の地域もあれば、ブラジル南部など、冬には気

基本的にすべて現地で生産されています。また、日

温がマイナスになるような地域もあります。私の住

本人が多く住む地区で開かれるフェイラ（青空市場）

むサンパウロにも四季があり、夏の天気がいい日な
どには気温が 30 度を超えますが、湿度が低いため、
東京の蒸し暑い夏とは違い、それほど不快には感じ
ません。また、冬は薄手のセータが欲しくなるよう
な日も稀にありますが、東京の冬のように冷え込む
ことはありません。衣服を調節するだけでオール
シーズン快適に過ごすことができるため、今のとこ
ろ自宅で冷暖房を使ったことは一度もありません。
ブラジルは年中暑いという一般的なイメージとは異
なり、サンパウロは年間を通じてとても過ごしやす
い気候です。

【写真 3】近所のフェイラ

③困った点（その 1）
サンパウロに住んでいて最も困ったと感じるこ
とを挙げるとすれば、それは間違いなく治安です。
日本は世界で最も治安のいい国の一つだと言われ
ており、我々日本人は安全な環境に慣れてしまって
いるため、日々の生活で治安について考えることは
あまりないと思います。残念ながら、サンパウロ市
民の最大の関心事項であると言っても過言ではな
いほどサンパウロの治安問題は深刻であり、日々の
生活のみならず、経済活動などにも暗い影を落とし
ています。
在サンパウロ日本国総領事館が公表している「サ
ンパウロにおける安全の手引き」
（2018 年 2 月）の
冒頭には「……サンパウロ市及び周辺の都市におい

【写真 4】日本人街（リベルダージ）
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④困った点（その 2）

ては，銃器を使用した強盗事件や強盗殺人事件など
の凶悪事件が昼夜を問わず多発しており，ブラジル

ブラジルの公用語はポルトガル語であるため、国

人のみならず在留邦人の方々も被害に遭っています

際空港や外国人がよく利用するホテルなど、一部の

……」と記載されており、同手引きの統計情報によ

場所を除いて街中ではほとんど英語が通じません。

れば、人口 10 万人当たりの強盗発生件数は日本の

スーパーの店員やタクシーの運転手はまず英語を話

約 1090 倍となっています。1090 倍という数値で

しませんし、ビック（big）やスモール（small）といっ

も十分驚異的ですが、これはあくまでも現地の警察

た基本的な英単語さえ理解してもらえないことも

が認知している事件数ですので、実際にはもっと多

多々あります。一方で、中央政府職員や弁護士など

くの強盗事件が発生していると考えられています。

高度な専門性を要する職業に就いているブラジル人

そして、ブラジルでは銃器が氾濫していることか

の多くは英語を流暢に話します。そのため、ポルト

ら、事件の 9 割で拳銃が使用されているとも言われ

ガル語ができなくても業務上それほど支障はありま

ています。

せんが、日常生活を送るうえで不便な思いをしま

治安の悪い地区や夜間の方が強盗被害に遭う確率

す。サンパウロで快適に生活をしていくためには最

は高いですが、比較的安全な場所で日中に被害に遭

低限のポルトガル語の知識が必要となります。

う可能性も十分にあり、いつ被害者になってもおか

ポルトガル人を乗せた船が 1543 年に種子島に漂

しくはありません。実際、多くの日本人も強盗被害

着し、鉄砲を日本に伝えたことは有名ですが、その

に遭っています。2017 年に日本人が被害に遭った

後の両国の交流によって、カルタ（carta）、ボタン

例としては、 拳銃で武装した 2 人組の強盗が白昼

（botão）やパン（pão）のように日本語になったポル

堂々とビジネス街にある高級ホテルの車寄せで日本

トガル語もあります。しかし、そのような歴史トリ

人を襲撃した事件 があります。また、14 時頃と

ビアはポルトガル語を学習するうえで残念ながらほ

いう明るい時間帯にもかかわらず、運転中の日本人

とんど役立ちません。ただ、発音は異なるものの、

が強盗目的と思われる犯人に正面から拳銃で撃たれ

英単語とスペルが同一か類似しているポルトガル語

て亡くなるという痛ましい事件も 2017 年には発生

の単語も多いため、英単語から何となく意味を推測

しています。このような治安状況ですので、私も外

することができるポルトガル語の単語は結構ありま

出時にはすぐに差し出せる財布とスマートフォンを

す。発音については、いくつかの例外を除き、基本

必ず携帯するようにしています。サンパウロの治安

的にスペルどおりにローマ字読みで発音すればよい

状況に慣れてきたせいか、夜の公園でスマートフォ

ため、日本人にとっては英語よりも簡単だと思いま

ンを無防備に操作しているシーンなどを映画やテレ

す。ですから、少し勉強すれば、片言のポルトガル

ビドラマで見ると、強盗に襲われるのではないかと

語でタクシーに乗ったり、レストランで注文したり

心配になってしまい、ストーリに集中することが難

できるようになります。ただ、ポルトガル語はそれ

しくなってきました。

ほどメジャーな言語ではありませんので、何か明確

1）

な目的がない限り、時間やお金をかけて片言レベル
以上を目指すのはやや躊躇してしまいます。
ところで、 今は便利な世の中でして、 インター
ネット上で提供されている機械翻訳サービスを利用
することで、ポルトガル語から英語への精度の高い
翻訳を無料で行うことができます。電力会社やマン
ションの管理人からのメッセージなどはスマート
フォンのカメラで画像として取り込んでから英語に
翻訳してしまえば容易にその内容を理解することが

【写真 5】日中でも体感治安が悪いセントロ地区

1）襲撃時の防犯カメラ映像がブラジルの代表的なニュースサイト（Globo）
（https://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/homem-e-assaltado-aochegar-a-hotel-nos-jardins-veja-video.ghtml）で視聴可能となっている。
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（1）JPO 中南米支部業務

できます。残念ながら、ポルトガル語から日本語へ
の機械翻訳の精度は今のところ高くはありません。

サンパウロ知財部の管轄地域は広く、中南米のみ
ならず、カリブ地域をも含んでいます。ただ、私を

お米は牛丼屋に買いに行くとか、子供の誕生日を

含めスタッフは 3 名しかおりませんので、優先度を

盛大に祝うとか、使用済トイレットペーパをトイレ

しっかりと設定して活動を行っていく必要がありま

に流してはいけないとか、黄熱病が再流行している

す。前掲の表 3に示されるように、進出日系企業数

とか、自宅がクッピンという羽アリの大群に襲撃さ

で見ても、日本からの特許・意匠・商標出願件数で見

れると大惨事になるとか、生活面で紹介したいこと

ても、まず押さえるべきはブラジルとメキシコとい

は沢山ありますが、このまま続けると生活の話だけ

うことになります。そこで、1年目は足元を固めるた

で紙面を使い切ってしまいますので、そろそろサン

め、対ブラジル・オペレーションに集中しました。

パウロ知財部の業務に話題を移したいと思います。

具体的には、ブラジル知的財産制度に関する情報
収集・分析を進めるとともに、JPO を代表して現地

4. サンパウロ知財部の業務

の様々な知財関連イベントでプレゼンを行うなど、
JPO のカウンターパートにあたるブラジル産業財産

私が部長として着任した 2016 年 10 月にサンパ

庁（INPI）との信頼関係の構築に努めました。これ

ウロ知財部は活動を開始しました。部といっても立

までにブラジル知的財産制度に関する情報の蓄積と

ち上げ時には私とアシスタントの松本ルシアさんの

分析はかなり進みましたし、ブラジルの知的財産関

2 名しかスタッフはいませんでした。ブラジル以外

連のニュースをタイムリーに日本に届ける体制も整

の中南米諸国とやり取りすることも増えてきたた

いました。また、国際協力課をはじめとする JPO の

め、2017 年 7 月にスペイン語担当のアシスタント

各担当部署の強力な援護射撃もあり、日ブラジル特

として新たに中島マルシアさんが加わり、現在は 3

許審査ハイウェイ（PPH）が 2017 年 4 月に開始され

名体制となっています。ただ、マルシアさんは近々

るなど、INPI との協力関係も急速に拡大・深化し、

離職する予定ですので、スペイン語担当を新たに補
充しなくてはなりません。日本と異なり、ブラジル
は雇用の流動性が高いため、組織を維持するのはな
かなか大変です。

【写真 6】左からルシアさん、マルシアさん、筆者
【写真 7】ブラジル INPI ピメンテル長官と

サンパウロ知財部の業務は大きく2 つに分けるこ
とができます。1つは JPO の目や耳や手足となって情
報収集や国際協力を進めていくこと（JPO 中南米支
部業務）
、そしてもう1つは、日本企業が現地で円滑
にビジネスを行うことができるように、知的財産と
いう側面からサポートすること（日本企業サポート業
務）です。まず、1つ目の業務について紹介します。
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現在では日本は INPI にとって最も重要な協力相手

せん。JPO 中南米支部として、ブラジルやメキシコ

国の 1 つとなっています。INPI 特許審査官向け研修

以外の中南米諸国の特許庁と連絡を取ったり、協力

や PPH の更新作業など、今後も重要な協力案件が

案件に関する調整を行ったりする必要が時々あるた

INPI との間では予定されていることから、JPO 中南

め、費用対効果を見極めながら、ブラジルやメキシ

米支部としての役割を果たすべく、サンパウロ知財

コ以外の中南米諸国とのネットワーク構築にも取り

部は引き続き INPI との良好な関係の維持、発展に

組んでいます。現在のところ、アルゼンチン、チリ、

努めていきます。

パラグアイ、ペルーとは比較的強固なネットワーク

現在、サンパウロ知財部が特に力を注いでいるの

の構築に成功しています。今後は、優先順位をつけ

が対メキシコ・オペレーションです。メキシコ知的

ながら、ボリビア、ウルグアイ、エクアドル、コロ

財産制度に関する情報収集・分析には着手したばか

ンビア、ジャマイカ、パナマといった国々とのネッ

りでまだ十分とは言えませんが、メキシコ産業財産

トワーク構築にも取り掛かり、中南米における JPO

庁（IMPI）からの要請に応じ、メキシコで開催され

の存在感を少しずつ高めていければと考えていま

る様々な知財関連イベントで JPO を代表してプレゼ

す。次に、サンパウロ知財部のもう 1 つの主要業務

ンを行うなど、地道な活動が実を結び始め、IMPI

である日本企業サポート業務について説明します。

との信頼関係はかなり深まってきました。私がメキ
シコ IMPI 関係者と仲良くなってお終いでは意味が
ありませんので、この深まった関係を日本のユーザ
のためにしっかりと役立てていく必要があります。
現在、そのための方策について関係者と検討してい
るところです。
前述したように、サンパウロ知財部はブラジルや
メキシコとの関係強化に注力していますが、他の中
南米諸国との関係で何もしていないわけではありま

【写真 11】アルゼンチン知的財産庁パ
ルド長官と

【写真 9】知財イベントへの参加（メキシコ・モンテレイ）

【写真 12】チリ産業財産庁サンタクル
ズ長官と

【写真 13】パラグアイ知的財産庁スタ
ンレー長官と

【写真 10】メキシコ IMPI マーガイン長官と

tokugikon
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物のほとんどはブラジルに関するものとなっていま
す。ただ、知財関連法律事務所一覧はすでにブラジ
ルを含む 11 カ国分を作成・公表していますし、情
報収集の対象国を今後は少しずつ拡大していく予定
であることから、2018 年 3 月に中南米地域の知的
財産関連情報を一覧できるウェブページ 2）を新たに
設けました。このようなインターネットをつうじた
情報提供に加え、現地政府関係者や弁護士などの専
門家を講師として招いた知的財産セミナーを年に数
【写真 14】ペルー公正競争・知的財産保護庁ガグリューフィ長
官らと

回のペースでブラジルや日本で実施するなど、サン
パウロ知財部ではインタラクティブな情報提供の機

（2）日本企業サポート業務

会もなるべく多く設けるよう心掛けています。

サンパウロ知財部の主な日本企業サポート業務
は、①情報提供、②模倣品対策及び、③中南米知的
財産研究会の運営の 3 つとなります。以下、それぞ
れの業務について簡単に紹介します。
①情報提供
日本企業サポート業務の大部分は情報提供が占め
ています。ただ、情報提供といってもいろいろなパ
ターンがあります。サンパウロ知財部では、ブラジ
ル知的財産制度に関する最新情報をニュースレター
という形で定期的にジェトロのウェブサイトに掲載
していますし、日本企業などから相談を受けた際に

【写真 15】ブラジル商標セミナー（サンパウロ）

は必要とされる情報を個別に提供しています。
また、問い合わせが多い事項などについては現地
の専門家に調査を依頼し、調査結果をウェブサイト
に掲載しています。例えば、知的財産分野に強い現
地法律事務所を教えて欲しいという問い合わせが多
かったことから、知財関連法律事務所一覧を作成
し、インターネット上で公表しています。また、巨
大な消費市場として注目されているブラジルには、
【写真 16】ブラジル知的財産セミナー（東京）

飲食や小売りといったサービス業の企業など、知的
財産にあまり馴染みがない日本企業も多く進出して

②模倣品対策

いるため、そういった企業が商標に関するトラブル
に遭わないよう、商標登録に必要な手続きや費用に

情報提供業務と重複する部分もありますが、サン

ついて分かりやすく解説した「商標登録ハンドブッ

パウロ知財部の業務には模倣品対策に関する業務も

ク（ブラジル編）」を作成し、こちらもインターネッ

あります。他の途上国や新興国と同様に、ブラジル

ト上で公表しています。

でも模倣品・海賊版は深刻な問題となっており、日

現在のところ、サンパウロ知財部が作成した公表

本企業も被害を受けています。ブラジル全国模倣品

2 ）中南米地域における知的財産に関する情報を掲載したジェトロウェブページの URL：https://www.jetro.go.jp/world/cs_america/ip.html
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対策協会（ABCF）によれば、ブラジルで押収された

対策に関する活動は次に紹介する中南米知的財産研

模倣品はタバコ、自動車部品、機械、工具、ベアリ

究会の活動に取り込んでいくことを考えています。

ング、清掃用品、衛生用品、飲料品、家電
（冷蔵庫・
③中南米知的財産研究会の運営

冷凍庫）
、衣服、ハンドバッグ、医療機器など多岐に
わたっており、2017 年の模倣品（密輸品含む）推定

知 的 財 産 研 究 会（Intellectual Property Group

被害額は 1450 億レアル（約 5 兆円）に達します。そ

（IPG））は進出先において、模倣品や海賊版といっ

こでサンパウロ知財部は、現地日本企業向けに模倣

た権利侵害をはじめ様々な知的財産権に関する問題

品対策に関するセミナーを開催したり、真正品と模

に対処するため、情報交換の場として、さらに現地

倣品を見分けるコツなどを日本企業担当者が税関職

政府等との協力活動を行う母体として発足した日本

員や警察官などの現地取締機関職員にレクチャーす

企業の団体です。企業活動における知的財産の重要

ることを目的とした真贋判定セミナーを開催したり、

性が高まる中、JPO の支援のもと、ジェトロ海外事

ブラジル最大の港であるサントス港の税関やブラジ

務所が事務局を務める IPG が世界各地（韓国、中国、

ルで模倣品対策の司令塔的役割を果たしている政府

東南アジア、インド、中東、欧州、米国）で運営さ

組織の全国海賊品対策協議会（CNCP）などの現地当

れています。
中南米知的財産研究会（中南米 IPG）は 2008 年に

局と日本企業との意見交換の場を設けたりするなど、
日本企業がより効果的に模倣品対策を行えるよう

活動を開始したものの、2011 年頃を境に休眠状態

様々なサポート業務を行っています。今後、模倣品

となっていました。現地日本企業の駐在員に知財の
専門家がほとんどおらず、事務局にも JPO 出向者な
どの知財専門スタッフがいない状況で IPG の活動を
継続に行っていくのはなかなか難しいのが実情で
す。事実、現在活動しているすべての IPG の運営に
は JPO 出向者が関わっています。
中南米 IPG の活動を再開するため、新しい会則の
もと、2018 年 1 月に会員の新規募集を開始しまし
た。現在までに日本企業 21 社に会員登録いただい
ております。今回の中南米 IPG の特徴の 1 つはブラ
ジル人スタッフを取り込んだ点にあります。現地日
本企業との意見交換などをつうじ、ブラジル人ス
タッフが知的財産を含む現地での法務実務を担当し
ているケースが多いことが分かりました。そこで、
資料を日本語とポルトガル語の両言語で用意した

【写真 17】真贋判定セミナー（サンパウロ）

り、同時通訳を手配したりするなど、日本語ができ
ないブラジル人スタッフにも中南米 IPG の会合に参
加してもらえるように事務局として工夫していま
す。山下審査第四部長にもはるばる日本から参加し
ていただくなど、 おかげさまで、2018 年 3 月 7 日
に無事に初会合を開催することができました。今後
は外部から講師を招いた勉強会やブラジル INPI な
ど現地政府機関との意見交換に加え、中南米におけ
る知的財産制度の問題点などについて各社持ち回り
でプレゼンを行い、共通する問題点の洗い出しなど
も行っていく予定です。2008 年の中南米 IPG の立

【写真 18】サントス税関との意見交換

tokugikon

上げには経済産業省模倣品対策室職員という立場か

44

2018.5.31. no.289

特集

国際業務

ら私も少なからず関わっていましたので、今回の中

いています。これまでガラス張りの近代的なビルを

南米 IPG 再開を手掛けたことに不思議な縁を感じて

賃借してメインオフィスとして使用していました

います。

が、経費削減の一環として 2017 年に研修施設など
として使っていた自前の古いビルにオフィスを集約
移転しています。

【写真 19】中南米 IPG 会合（サンパウロ）

5. ブラジル知的財産制度の最新動向
ここでは、まずブラジル産業財産庁（INPI）の概

【写真 20】現在の INPI メインオフィス

要、INPI を取り巻く状況や統計情報について紹介
し、その後に INPI が公表している行動計画 2018 に
ついて説明します。次に、特許審査遅延問題への対

ブラジルが加盟している主な知的財産関連の国際

策という観点から、早期審査制度、PCT ルート出願

条約としては、パリ条約、ベルヌ条約、貿易関連の

に対する審査の迅速化、実体審査の簡略化及び、医

側面に関する協定（TRIPS 協定）、WIPO 設立条約、

薬品関連出願に対する重複審査の解消というトピッ

特許協力条約（PCT）、国際特許分類に関するスト

クスに触れ、最後にブラジル特有の制度であるライ

ラスブール協定（IPC）があります。マドリッド協定

センス契約等の登録制度について説明します。

議定書（商標）とハーグ協定（意匠）にはまだ加盟し
ていません。なお、商標の分類に関するニース協定

（1）INPI 概要

とウィーン協定、意匠の分類に関するロカルノ協定
にも加盟していませんが、国内分類としてこれらの

INPI は産業財産権制度の事務を所掌する機関と

分類を利用しています。

して 1970 年に設立されたブラジル商工サービス省
（MDIC）の外局です。INPI が所管している産業財産

（2）INPI を取り巻く状況

制度には、特許・実用新案制度、意匠制度、商標制
度に加え、コンピュータ・プログラム登録制度、地

資源価格の低迷や政治的混乱により、2015 年と

理的表示制度、集積回路の回路配置登録制度、技術

2016 年に 2 年連続でマイナス成長を経験するなど、

移 転 契 約 等 の 登 録 制 度 な ど も 含 ま れ て い ま す。

ブラジルは深刻な経済危機に見舞われていました。

2018 年 1 月時点の INPI 職員数は 1070 名であり、

2017 年には 3 年ぶりに GDP がプラスに転ずるなど、

このうち 343 名が特許審査官、144 名が商標審査

経済回復の兆しは表れているものの、依然としてブ

官、7 名が意匠審査官 です。INPI は首都のブラジ

ラジル政府の財政は厳しい状況が続いています。

3）

国内産業の国際競争力を強化したり、海外からの

リアではなく旧首都のリオデジャネイロに拠点を置

3）ブ
 ラジル産業財産権法には意匠の登録要件として新規性と独創性について規定されていますが、登録時には方式審査のみが行われ、実体
審査は行われません。出願人は INPI に対して任意で実体審査を請求することが可能です。実体審査を請求することは権利行使する際の義
務ではありません。
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投資を促進したりするには知的財産制度の整備が不

件数は約 3 万件で推移していましたが、2017 年に

可欠であることを十分に理解している現政権は、大

は約 2 万 5 千件まで減少しています。特許出願に占

統領府や MDIC が主導する形で知的財産制度の整備

める外国出願の割合は約 8 割となっています。実用

に積極的に取り組んでおり、表 4 や表 5 に示すよう

新案出願件数は約 3 千件、意匠出願件数は約 6 千件

に、厳しい財政状況にもかかわらず、INPI 予算の

で推移しています。商標出願件数 4）は増加傾向にあ

大幅増額や審査官の大量増員を行っています。現政

り、2017 年は約 18 万 6 千件でした。

権のこのような対応は、知的財産制度の改革に取り

表7〜9は特許、意匠、商標出願の国別統計情報を

組んでいる INPI にとって追い風となっています。

示したものです。特許出願では、米国、ブラジル、ド

また、ブラジルの産業界を代表するブラジル全国工
業連盟（CNI）も知的財産推進派であり、ブラジル

表6

産業界も INPI の各種取組みを強く支持しています。
ただ、2018 年 10 月に大統領選が予定されている
ため、このような INPI にとって好ましい状況がい
つまで続くか先行きは不透明です。

（3）統計情報
次に統計情報という切り口から INPI を見ていき
たいと思います。表 6 は特許、実用新案、意匠、商
標の各出願件数の推移を示したものです。特許出願
（百万レアル）
700
600
500
400

475.6

403.4

意匠

商標

2013 年

3032
（5%）

6847
（44%）

163422
（19%）

2014 年

30342
（85%）

2734
（4%）

6590
（44%）

157016
（19%）

2015 年

30219
（85%）

2718
（4%）

6039
（46%）

158709
（18%）

2016 年

28010
（81%）

2936
（4%）

6027
（44%）

166368
（17%）

2017 年

25658
（79%）

2918
（3%）

6000
（49%）

186103
（14%）

＊カッコ内は外国出願が占める割合
出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年1月

イタリア 2%

488.4

2014

2015

（１レアル34円換算）

スイス 4%
2017

2018

日本からの出願は1718件 ドイツ7%

出典：infográfico2017, ORÇAMENTOS DA UNIÃO PROJETO DE LEI
ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

表7

予算とは別に 2018 年には IT インフラ整備を目的とした 2000 万レ
アル（6 億 8 千万円）の投資がなされる。

大増員

350
300

2017 年の特許出願（国別）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年1月

日本からの出願は256件
343

米国16%

272
269
240
236
227
232 228 237 228
193
184

250
200
150

96

84 83

100

81 81

表5

ドイツ 3%
オランダ 2%

95

ブラジル 59%

スウェーデン2%
韓国 2%
英国 1%
その他 6%

特許審査官数の推移

表8

出典：INPIウェブサイト（http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas）

2017 年の意匠出願（国別）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年1月

4）ブラジルは一出願一区分制度を採用している。
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日本4%
フランス 4%

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

50 75 73
0

ブラジル
21%

日本 7%

INPI 予算の推移

400

米国 31%

オランダ 3%
フランス 5%

2016

表4

その他
13%

英国 3%
中国 3%

401.6

350
300

実用新案

約218億円

550
450

特許
30884
（84%）

640.7

650

出願件数の推移
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米国 5%

ドイツ
1%

イツに次いで日本は第4位となっています。意匠出願と

フランス1%

商標出願ではブラジルと米国が大部分を占めています。

中国 1%
スイス 1%
英国 0,6%
日本 0,6%
イタリア0,5%

ブラジル
86%

表 10 は日本からブラジルへの出願件数の推移を
示したものです。特許出願と商標出願は近年減少傾
向にあります。

オランダ 0,3%

INPI は電子化に力を注いでおり、 表 11 〜 14 に

その他 4% 日本からの出願は
1144件

表9

示すようにブラジルでは出願の電子化が急速に進ん
でいます。

2017 年の商標出願（国別）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年1月

3000

2673

2500

1925

特許

1500

500
0

2702

2611

2000

1000

1476
1225
989

1043

713
585
53

871

647
92

903
744
755 743
640
745 691
714
629
636

89 104 168 157 118

869

1733

2143
1829
1718

1586
1397

1375
1180

357
202
187

1184

商標

921

271
150

2229

意匠

243

238

1128

287

226

241

1144

256

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

表 10
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日本からブラジルへの出願件数の推移

出典：INPI ウェブサイト (http://www.inpi.gov.br/sobre/estatisticas)

内国出願件数

外国出願件数

表 11

電子出願率の推移（特許）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年 1 月

内国出願件数

外国出願件数

表 12

電子出願率の推移（実用新案）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年 1 月
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内国出願件数

外国出願件数

表 13

電子出願率の推移（意匠）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年 1 月

内国出願件数

外国出願件数

表 14

電子出願率の推移（商標）

出典：B. mens. Prop. Industr., Rio de Janeiro, v.3, n. 1, INPI, 2018 年 1 月

表 15 は特許・実用新案のバックログの推移を示

ており、表 16 に示すように特許審査の最終処分ま

したものです。2017 年にはバックログ件数が減少

での平均処理期間は 10.23 年となっています。最も

に転じていますが、これは出願件数の減少や、維持

審査遅延が深刻な技術分野はテレコミュニケーショ

年金未払い で放棄された案件数（2017 年の処理

ンや医薬で、最終処分までの平均処理期間は 13 年

件数のうち 3 万件強は放棄された案件）の増加と

以上となっています。

5）

一方、 商標出願については表 17 に示すように

いった外的要因によるところが大きく、今後も継続

バックログの削減が順調に進んでいます。

的にバックログ件数が減少するかは不確実です。
ブラジルでは特許審査の遅延が深刻な問題となっ
300000

バックログ
250000

242151

224760

217222

243820
225115

200000

7.6%減

150000

出願件数

100000

処理件数
33912

50000
0

15949

33075

15842

22336

2013

2014

表 15

30946

32936

2015

25481
2016

バックログの推移（特許・実案新案）
出典：Relatório de Atividades de 2017

5）ブラジルでは特許出願 3 年目から出願維持年金を支払う必要がある。
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44781
28667
2017

特集

Average
Cosmetics and Dentifrices
Utility Models
Metallurgy and Materials
Agrochemicals
Food and Agronomy
Textile and Related Technology
Oil and Chemical Engineering
Civil Engineering
Inorganic Chemistry
Biotechnology
Polymers and Related Technology
Other Consumer Goods
Mechanical Engineering
Physics and Electricity
Package Technology
Biopharmaceuticals
Computer Technology and Electronics
Pharmaceutics 1
Pharmaceutics 2
Telecommunications

表 16

平均10.23年

7.38
7.82
8.24
8.34
8.53

0

5

国際業務

10.17
10.26
10.28
10.45
10.84
10.87
11.33
11.7
11.95
12.06
12.09
12.2 0
13.2 0
13.63
13.69
15（年）

10

最終処分までの平均処理期間（特許）
出典：Relatório de Atividades de 2017

バックログ

600000

507506

500000

501785

474656
421941

400000

358776
300000

出願件数

200000
100000

80108

189916

157600

165613

160802

159263

195896

258823
186103

166368

処理件数

0
2013

2014

表 17

2015

2016

2017

バックログの推移（商標）

出典：Relatório de Atividades de 2017

（4）INPI 行動計画 2018

②マ ドリッド制度への加盟準備：商標審査の FA 期
間を 18 カ月以内にすることを最重要課題と位置

INPI は行動計画 2017 に続き、2018 年 1 月に行

づけています。

動計画 2018 を公表しています 6）。 この行動計画
2018 は INPI の上級官庁である MDIC の指針に沿っ
て定められており、INPI の 2018 年の活動の基本方

③不 動産問題の解決：予算不足に悩まされている

針となるものです。行動計画 2018 は 3 つの優先事

INPI は、不動産問題を解決し、不動産の賃貸や

項、10 の目標、30 の取組みから構成されています。

維持にかかるコストを削減することも重要課題と

以下 3 点が「今年絶対にやり残してはならない」優

位置づけています。

先事項として挙げられています。
表 18 は行動計画 2018 に示されている 10 の目標
①特許審査バックログの削減：バックログに対して

をまとめたものです。すべての目標が数値化されて

特例措置（極度に簡略化した実体審査）を適用す

おり、特許審査における最終処分件数を前年比＋

る一方、 特許審査の効率性を向上させ、今後は

9.9％、商標審査における最終処分件数を前年比＋

バックログを発生させない持続的な体制づくりを

11.7％と定めています。また、商標審査に関して

取組みの柱としています。

は FA 期間を 18 月とすることも明示されています。

6）INPI 行動計画 2018（ポルトガル語）は INPI ウェブサイト（http://www.inpi.gov.br/noticias/inpi-divulga-plano-de-acao-2018）から入手可能。
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商標の再審処理件数は前年比− 70％となっていま

多岐にわたっており、INPI の施設運営や職員の就

すが、これは 2017 年に商標の再審を処理する特別

業規則に関するものなども含まれています。表 19

チームを設けて大量に処理したためです。なお、特

は 30 の取組みのうち、日本の関係者とって関心が

許審査に関する数値目標は、バックログの一掃を目

高いと思われるものを取りまとめたものです。

的とした特例措置の導入による影響を考慮していな

特許審査の迅速化に関しては、特例措置（取組み

い値となっています。

2）に加え、先行技術調査等のアウトソースに関す

行動計画 2018 で紹介されている 30 の取組みは
表 18
項目

るパイロットプロジェクト（取組み 3）に関する記
10 の目標
2017 年（実績） 2018 年 ( 目標 )

1 FA 件数（特許）

13955

前年比
+7.6％

2 審査を経て最終処分に至った件数（特許）

12695

13948

+9.9％

3 審査を経て最終処分に至った件数（商標）

241225

269414

+11.7％

4 審査を経て最終処分に至った件数（意匠）

7612

9236

+21.3％

出願の種類に関係なく、庁全体の最終処
分件数を年間出願受理件数で割った値

117%

97%

-17％

5

6 再審（特許）

1816

1888

+4％

7 再審（商標）

79794

23978

-70％

8 再審（意匠）

1369

1730

+26％

24 月 ( 異議なし )

9 FA 期間（商標）

48 月 ( 異議あり )

10 FA 期間（意匠）

-

表 19
番号

15018

18 月

-25％
-63％

12 月

-

30 の取組み（抜粋）

取組み

目標

実施時期
上半期

下半期

1

マドリッド制度への加盟

加盟の条件をクリアできるように庁内の体制を整える。

●

2

特許審査の簡略化措置の導入

立法化に備えて庁内の体制を整える。

●

3

リオデジャネイロ連邦大学工学研究所（COPPE）及び、科学
先行技術調査等のアウトソースに関 技術開発審議会（CNPq）との技術協力協定に署名する。
するパイロットプロジェクト
パイロットプログラム向けの研修を開始する。

4

決議 193/2017 の修正及び再公布

決議を再公布する。

●

品質管理ポリシーを公表する。
ISO9001:2015 に基づく審査プロセ
国際出願に関する出願受理やサーチに関するプロセスを可
ス品質管理システムの導入
視化・文書化する。

●

8
13

在宅勤務パイロットプロジェクト

実施中のフェーズを評価する。

18

●

●
●

新規フェーズを開始する。
特許文書をデジタル化する。

15

●

商工サービス省（MDIC）
・ブラジル IT インフラを整備する。
産業開発庁（ABDI）との技術協力協
審査中の特許文書のデジタル処理などを行う。
定への署名及び実施
ABDI から提供される IT システムを導入する。

特許審査ハイウェイ（PPH）の拡大

●
●
●
●
●

●

USPTO とのパイロットプロジェクトを拡大する。

●

SIPO とのパイロットプロジェクトを開始する。
（2 月 1 日に
開始）

●

EPO、JPO、PROSUR（南米諸国の産業財産における地域協
力システム）とのパイロットプロジェクトを実施する。
（実
施中）

●

●

UKIPO（英国）、DKPTO（デンマーク）、ROSPATENT（ロシ
ア）、KIPO（韓国）
、ILPO（イスラエル）
、IMPI（メキシコ）
とのパイロットプロジェクトに関する MOU に署名する。

●

●

マ ド プ ロ 制 度 加 盟 に 向 け た IPAS IPAS を正式に利用するために WIPO と MOU を締結する。
21 （Industrial Property Automation マドプロ制度加盟に向けた WIPO 支援に関する合意文書に
System）の正式利用
署名する。
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●
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載もあります。国際協力関連では、特許審査ハイ

国際業務

⑥ブ ラジル第 1 国出願を対象とした早期審査制度

ウェイ（PPH）パイロットプロジェクトを UKIPO（英

（パイロットプロジェクト・第 3 フェーズ）

国）
、DKPTO
（デンマーク）、ROSPATENT（ロシア）、
KIPO（韓国）
、ILPO（イスラエル）、IMPI（メキシコ）

早期審査を受けるには制度ごとに設けられた様々

に 拡 大 す る こ と が 計 画 さ れ て い い ま す（取 組 み

な条件を満たす必要があります。また、パイロット

18）
。昨年、INPI は基本的に行動計画 2017 に沿っ

プロジェクトの場合には申請期間や受理件数にも制

て活動を行っていることから、行動計画 2018 の内

限が設けられています。③の環境関連の出願を対象

容を踏まえて INPI との協力関係を発展させていく

とした早期審査制度は 3 度のパイロットプロジェク

ことが効果的であると思われます。

トを経て正式な早期審査制度として導入されたこと
から、④〜⑥についても、パイロットプロジェクト

（5）早期審査制度

の結果が良好であれば、将来的に正式な早期審査制

前述したように、ブラジルでは特許審査の最終処

度として導入される可能性があります。制度によっ

分までの平均処理期間が 10 年以上となっており、

て若干のばらつきはありますが、INPI が公表して

審査遅延は深刻な問題となっています。少しでも審

いる各種統計情報によれば、早期審査の申請から最

査遅延の影響を軽減するため、INPI は以下に示す

終処分までの平均期間は 1 年前後となっています。

ように様々な出願を対象とした早期審査制度をパイ

INPI では特許審査ハイウェイ（PPH）もパイロッ
トプロジェクト段階の早期審査制度の 1 つとして取

ロットプロジェクトも含め導入しています。

り 扱 わ れ て い ま す。 表 20 に 示 す よ う に、 現 在、
INPI は 5 つの国・地域と PPH パイロットプロジェク

①出願人が高齢である出願、第三者が無断実施して

トを実施しています。

いる出願、国家の緊急事態に関わる出願など一般

ブラジルとの PPH の特徴の 1 つは、 特定の技術

的に早期に審査を行う必要があると考えられる出

分野に早期審査案件が集中しないように他国からブ

願を対象とした早期審査制度
②公衆衛生関連の出願を対象とした早期審査制度

ラジルへの PPH には技術分野に制限を設けている

③環境関連の出願を対象とした早期審査制度

ことです。日本との PPH については、自動車分野

④科学技術機関による出願を対象とした早期審査制

を一部含む IT 分野が対象となっています。日ブラ
ジル PPH は 2017 年 4 月 1 日に開始されており、こ

度（パイロットプロジェクト・第 1 フェーズ）

れまでに 49 件の申請がなされています。そして、

⑤中 小企業による出願を対象とした早期審査制度

現在の平均最終処分期間は PPH 申請から 228 日と

（パイロットプロジェクト・第 3 フェーズ）

表 20
フェーズ
期間

INPI が実施している PPH

USPTO

JPO

PROSUL

EPO

SIPO

1

1

1

1

1

2017 年12 月1日～
2019 年11月30日

2018 年 2 月 1 日～
2020 年 1 月 31 日

2016 年 1 月 11 日～
2017 年 4 月 1 日～ 2017 年 7 月 1 日～
2018 年 1 月 10 日
2019 年 3 月 31 日 2018 年 6 月 31 日
（5 月 10 日まで延長）

技術分野の制限
（他国→ブラジル）

石油、ガス

IT
（自動車分野を
一部含む）

制限なし

化学、医療技術
（医薬は除く）

IT、包装、
計測、化学
（医薬は除く）

申請可能件数
（他国→ブラジル）

150

200

上限なし

600
（1年間の上限は 300）

200

申請件数
（他国→ブラジル）

71

49

1

15

122

平均最終処分期間

230 日

228 日

－

－

－

37 件
（97%）

14 件
（100%）

－

－

－

最終処分件数
（特許査定率）

※出典：INPI ウェブサイト（http://www.inpi.gov.br/menu-servicos/patente/projeto-piloto-pph）
（2018 年 3 月 27 日アクセス）
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な っ て い ま す。 前 述 し た よ う に、INPI 行 動 計 画

した。ただし、行動計画 2018 には当該決議の内

2018 には PPH 対象国を英国、デンマーク、ロシア、

容を修正して 2018 年上半期中に再公布すること

韓国、イスラエル、メキシコに拡大することが記載

が記載されています。

されていますので、今後、ブラジルと PPH を実施
③審 査前見解書パイロットプロジェクト：他庁に

する国は増加することが予想されます。
なお、上述した INPI が導入している早期審査制

よって提示された先行技術文献情報などを含む見

度とは異なりますが、行政機関の合理的な手続期間

解書を実体審査前に出願人に送付し、自発補正な

と行政効率に関する憲法の原則に反しているとして

どを促すことを目的としたパイロットプロジェク

INPI を裁判所に訴え、
「INPI は 30 日以内に審査を行

トで、2018 年 1 月 23 日に開始されました。実施

わなければならない。」といった内容の判決を得る

上限件数は 80 件となっており、INPI から見解書

ことで早期の特許審査を実現することが実務上行わ

が送られてきた場合、出願人は 60 日以内に応答

れています。裁判には費用がかかるため気軽に利用

する必要があります。

できる方法ではありませんが、裁判を提起した場

（7）実体審査の簡略化

合、出願人側に好意的な判決が出る可能性はかなり
高いと言われています 。

INPI が抱える特許出願のバックログは審査の効

7）

率化だけでは解消できないレベルにあります 8）。一

（6）PCT ルート出願に対する審査の迅速化

方で、現在のブラジルの状況を考慮すると、バック

統計情報で紹介したように、ブラジルの特許出願

ログの解消を可能とする規模の審査官増員を実施す

の約 8 割は外国からの出願です。そして、外国出願

るのは非現実的です 9）。そのため、バックログの解

の約 9 割は PCT ルートによる出願となっています。

消には特例的な方法を採用せざるを得ず、いくつか

そこで、INPI は PCT ルート出願を対象とした審査

の方法を検討した結果、実体審査の簡略化が最も効

迅速化の取組みを行っています。

率的であり、かつ制度への悪影響が最も小さいと
INPI は結論づけています。そして、2017 年 7 月 28

①方式審査の迅速化：2017 年 6 月 6 日に公布され、

日から 8 月 31 日にかけて実体審査を簡略化する規
則案への意見募集を実施しました 10）。

6 月 12 日に施行した規則第 2 号に基づき、2013
年 1 月 1 日〜 2016 年 12 月 31 日の間になされた

規則案第 2 条によると、
（1）特許の出願または国

出願を対象に、国内段階移行時の方式審査を省略

内段階移行手続きが規則の公表日前になされている

し、実体審査時に方式審査も実施しています。

こと、
（2）規則の公表日から 30 日以内に特許出願が
公開されているか早期公開の申請がなされているこ

②実体審査の迅速化：審査官は追加サーチを行うこ

と、
（3）規則の公表日から 30 日以内に審査請求がな

となく、他庁が作成した国際調査報告などのみに

されていること、
（4）出願の係属を維持するための

基づいて実体審査を行うことを規定した決議第

維持年金が期限どおりに支払われていること、
（5）

193 号が 2017 年 6 月 13 日に公布されましたが、

産業財産法第 35 条の規定（実体審査に関する規定）

諸事情により施行前の 6 月 22 日に取り消されま

に基づくオフィスアクション（拒絶理由通知）が発

  7）
「ブラジルにおける特許出願早期審査制度の現状についての調査」

（2017 年 2 月 _JETRO）によれば、20 件の訴訟のうち17 件で出願人側に
好意的な判決が出されている。
  8）2
 015 年には 35 件であった一人当たりの最終処分件数を、2016 年には 45 件、さらに 2017 年は 55 件（見込み）とするなど、INPI は特許審
査の生産性向上に取り組んでいるが、この年間 55 件という処理件数を維持した場合でも、INPI の試算によれば 2029 年にはバックログ
件数が約 35 万件に増加する。仮に生産性を現在の 2 倍（年間処理件数 110 件）に向上させたとしても、INPI の試算によれば 2029 年のバッ
クログ件数は約 19 万件となる。
  9）I NPI の試算によれば、バックログを解消するには 687 名の審査官を新規に雇用する必要があるが、それでもバックログを解消するに
は 8 年を要し、さらに毎年 10 億レアル（340 億円（1 レアル 34 円で換算））の追加予算が必要となる。また、9 年目以降は 500 名以上の
審査官が仕事の無い状態に置かれる（注：ブラジルでは原則として公務員は解雇できない。）という問題も発生する。
10）意見募集の詳細については通商弘報の 2017 年 8 月 8 日の記事「特許のバックログ解消を目指し出願・許可手続きを簡素に−政府が規則
案公表、パブリックコメント募集−」
（https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/08/fc8108479d7d1d13.html）を参照。
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行されていないことという 5 つの条件を満たす場合

けて庁内体制を 2018 年下半期中に整備することが

には簡略化された実体審査の対象となり、対象と

取組みの一つとして明記されています。

なった特許出願は産業財産電子公報（RPI）に掲載

（8）医薬品関連出願に対する重複審査の解消

されます。
ただし、規則案第 1 条補項に規定されているよう

2001 年の改正によってブラジル産業財産法に第

に、医薬品や医薬プロセスに関する出願、分割出願

229C 条「医薬用の製品及び方法に関する特許の付

及び追加申請の証明は上記 5 つの条件を満たしてい

与は国家衛生監督庁（ANVISA）の事前の同意を必要

たとしても簡略化された実体審査の対象とはなりま

とする。」が追加されました。この条文に関する細

せん。また、規則案第 4 条には、簡略化された実体

則等は存在せず、
「事前の同意」の範囲が、公衆衛生

審査の対象となることが RPI で公表されてから特許

の観点からの同意を意味するのか、それとも特許性

が付与されるまでの間に第三者から情報提供のあっ

という観点からの同意も含むのかは明らかではあり

た出願や、簡略化された実体審査の対象から外すよ

ませんでしたが、ANVISA はこの条文における「事

う出願人から申請のあった出願も簡略化された実体

前の同意」の範囲に特許要件の審査も含まれるとの

審査の対象から外されます。

解釈のもと、独自に実体審査も行っていました。こ

規則案第 3 条には RPI で公表された日から 90 日

のような重複審査体制はただでさえ問題となってい

後に特許が許可されたことが公表されると規定さ

る審査遅延に拍車をかけていましたし、ANVISA の

れています。つまり、公表日から 90 日後に、実体

特許審査における判断は、国際的に調和のとれた

審査を経ることなく特許が出願人に付与され、出願

INPI の判断よりも厳しく、第 2 医薬用途発明や選択

人には産業財産法第 10 条（発明と見なされないも

発明は拒絶されやすい傾向にあり、その点も問題と

の）と 18 条（特許を受けることができない発明）に

なっていました。

該当する場合は無効であるという条件付の特許証

この重複審査体制は国内外で厳しい批判にさらさ

が発行されることになります。なお、規則案には明

れていたこともあり、大統領府が主導する形で、重

記されていませんが、規則公表後の特許出願につい

複審査を解消することを目的とした INPI と ANVISA

ては従来どおり実体審査が行われると考えられて

の共同規則第 1 号が 2017 年 4 月12日に公布され、

います。

その 60 日後に施行されました。この共同規則によ

INPI から提案されているこの実体審査簡略化措

り、ANVISA は薬害のリスクなど公衆衛生の観点か

置は実体審査を行うことなく大量の特許を短期間に

らのみ審査を行い、特許要件については INPI が単独

付与するものであり、社会に与えるインパクトが大

で審査することが明確となりました 11）。ただ、2017

きいことから、現在は大統領府の判断待ち（政治判

年 12 月 時 点 で の ANVISA で の 審 査 待 ち 案 件 数 が

断待ち）の状態にあります。2018 年 10 月には大統

5000 件以上であったり、特許出願の管理が電子化

領選も控えており、この特例措置がどのタイミング

されている INPI オフィス内で ANVISA の担当官も業

で実施されるのか、そもそも本当に実施されるのか

務を行うことを 2017 年 12 月に INPI が公に提案した

現時点では不透明な状況です。ただし、CNI、ブラ

り、INPI と ANVISA の職員から構成される医薬品関

ジル知的財産協会（ABPI）
、国際商工会議所（ICC）

連特許出願の審査に関する相互理解を深めるための

やアメリカ商工会議所（AMCHAM）など主要なユー

ワーキンググループの活動について両機関のトップ

ザ団体がこの実体審査簡略化措置に賛成の立場を表

が 2018 年 3 月に協議したりするなど、新しい体制

明しているため、ブラジル政府が実体審査簡略化措

が機能するまでには少し時間がかかりそうです。

置の導入を決断するハードルはそれほど高くないと

（9）ライセンス契約等の登録制度

考えられています。 そのようなこともあり、INPI
行動計画 2018 には実体審査簡略化措置の実施に向

ブラジルでも知的財産のライセンス契約などは当

11）共
 同規則の詳細については通商弘報の 2017 年 5 月11日の記事「医薬品関連の特許出願に対する重複審査が解消−中南米の制度改定動向
−」
（https://www.jetro.go.jp/biznews/2017/05/f30871c21dbd50f2.html）を参照。
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力な影響力はもはや持ち得ないが、しかしながら全
くそこに関わらなくなるわけではない。」と述べる
など、不透明な部分もあるため、今後の動向を注意
深く見ていく必要があります。

6. おわりに
長年にわたる日本の国際協力や日本人移民の地域
発展への貢献は中南米で広く知られており、ブラジ

【写真 21】ブラジル側から見たイグアスの滝

ルを含む中南米の人々は非常に親日的です。また、
JPO が長年にわたり行っている人材育成協力事業な
事者が自由に締結することができます。ただし、①

どの国際協力も中南米では高く評価されており、中

ロイヤリティ収入等を国外に送金したい場合、②第

南米における知的財産分野のキーパーソンの中には

三者に対する対抗力を生じさせたい場合、③税控除

日本で研修を受けた方も多く、JPO 出身の私に対し

を受けたい場合には必ずライセンス契約等を INPI

て非常に協力的です。日本から遠く、言語も特殊で

に 登 録 し な け れ ば な り ま せ ん。INPI が 形 式 的 な

あり、治安も良くないブラジルで働くのはなかなか

チェックのみでライセンス契約等を登録しているの

大変なことですが、このような親日・親 JPO という

であればこの登録制度もさほど問題にはなりませ

恵まれた環境に大いに助けられながら、おかげさま

ん。しかしながら、歴史的・政治的事情から、INPI

で、日々の仕事を試行錯誤しつつ楽しみながら進め

は 30 年以上にわたり、国内産業の利益保護を重視

ています。

する形で、明文化されていない様々な独自ルールに

最後に、私が安心して仕事に専念できるように支

基づき契約条件の審査を行ってきました。契約の各

えてくれている地域協力第二班をはじめとする JPO

条項がある種の制約に反する場合、INPI は両当事

の皆様、知的財産課をはじめとするジェトロの皆

者が自由に合意した条件に介入し、場合によっては

様、なによりブラジルまでついてきてくれた家族に

当該契約の登録を拒絶することもあります。日本企

深く感謝し、筆を置きたいと思います。

業を含め、この登録制度に悩まされている外国企業
は少なくありません。

（注）本稿は筆者の個人的見解を示すものであり、

この INPI による契約内容への介入に対してはす

特許庁やジェトロなどの公式見解を反映しているも

でに複数の訴訟が提起されています。残念ながら、

のではありません。また、できるだけ正確な情報を

INPI の介入主義的役割を許容するというのが裁判

提供するよう心掛けましたが、本稿に掲載された情

所 の 支 配 的 な 見 解 と な っ て い ま し た。 そ し て、

報をご利用される方が不利益等を被る事態が生じた

2017 年 2 月に INPI による契約内容への介入は許容

としても筆者は一切の責任を負いかねますので、ご

されるとの判断を司法最高裁判所が示したことで、

了承ください。

INPI による介入の影響が抑制される可能性は完全
になくなったものと思われていました。ところが、
2017 年 4 月、INPI は突如として知的財産ライセン
ス契約等の登録実務の簡素化に関する規則

profile

70/2017 号（2017 年 7 月 1 日 施 行）を 公 布 し、 同

岡本 正紀（おかもと まさき）

年 7 月には審査ガイドライン（決議第 199/2017 号）

2001 年 4 月特許庁入庁、特許審査官、調整課品質監理室、経
済産業省製造産業局模倣品対策・通商室、文部科学省在外研究
員、WIPO 日本事務所カウンセラー（所長代行）等を経て、
2016 年 10 月から現職。

を公表しました。これにより、登録審査の透明性・
予測可能性が高まることが期待されますが、INPI
の幹部がこの新しい規則やガイドラインに関して公
の場で「INPI が全てに干渉していた過去のような強
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