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　ブラジル特許庁（INPI）が現在アルゼンチン、オーストリア、チリ、　中国、

コロンビア、韓国、コスタリカ、デンマーク、エルサルバドル、エクアドル、米

国、EPO，日本、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、英国、ドミニカ共

和国、シンガポール、スウェーデン、ウルグアイとの間に特許審査ハイウェイ

（PPH）プログラムを締結している。

　ブラジル特許庁（INPI）は PPH の第 1 段階が 2019 年 12 月 1 日から 2022 年 11
月 31 日までの間に実施する予定であったが、2020 年 12 月 21 日に年間 400 件の

申請が達成されたことを報告した 1。これにより 12 月 21 日から 31 日の間に申請

される PPH 申請については、自動的に却下されることとなる。

　この結果、ブラジル特許庁の特許部（DIRPA）は、バックログ解消対策の実施、

及び特許審査ハイウェイ（PPH）の第 1 段階の早期の終了により、PPH の第 2 段

階の開始時期を、当初予定していた 2022 年 1 月 1 日から 2021 年 1 月 1 日に早め

ることを決めた 2。同時に、PPH への申請可能な件数を増やす可能性についても検

討している。ブラジル特許庁によると、PPH は、出願人の効率的な特許権の取

得をサポートするためのプログラムであるとしている。

　第 1 段階の PPH プログラムと第 2 段階で検討されている案は、以下のとおり。

1　https : //www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/pph-atinge-limite-anual-de-400-requerimentos
2　https : //www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-estuda-antecipar-em-um-ano-a-segunda-
fase-do-tramite-prioritario-pph

＜ブラジル＞
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第 1 段階の PPH プログラム 第 2 段階の PPH プログラム案
年間 400 件の申請まで 年間 600 件の申請まで

国際特許分類（IPC）セクションごとに
年間 100 件まで 

国際特許分類（IPC）セクションごとに
年間 150 件まで

出願人ごとに月 1 回の申請まで 出願人ごとに週 1 回の申請まで

OFF（最初に出願された国・地域の知
財庁）＝ OEE（先行審査庁）

（特許ファミリーについては、出願され
た特許庁で審査が開始されたものでな
ければならない） 

いずれの PPH プログラムを締結してい
る OFF（最初に出願された国・地域の知
財庁）

（特許ファミリーについては、PPH プロ
グラムを締結している特許庁のいずれか
において審査が開始されていなければな
らない）
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 The Brazilian Patent Office (INPI) currently has patent examination highway (PPH) 
program agreements with the following countries :  Argentina, Austria, Chile, China, Colombia, 
South Korea, Costa Rica, Denmark, El Salvador, Ecuador, United States, EPO, Japan, Nicaragua, 
Panama, Paraguay, Peru, United Kingdom, Republic of Dominica, Singapore, Sweden, Uruguay.
 The Brazilian Patent Office (INPI) planned to implement the first phase of PPH 
between 1 December 2019 and 31 November 2022. However, INPI announced on December 21, 
2020 that 400 applications/year were processed1. As a result, PPH applications submitted between 
December 21st and 31st will be automatically rejected.
 As a result, the Brazilian Patent Office's Patent Department (DIRPA) has decided to 
accelerate the start of the second phase of PPH to January 1, 2021, which was originally 
scheduled for January 1, 2022, due to the implementation of backlog elimination measures and 
the early termination of the first phase of the Patent Examination Highway (PPH)2.
 The PPH program in the first stage and the proposals being considered in the second 
stage are as follows.

1　https : //www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/pph-atinge-limite-anual-de-400-requerimentos
2　https : //www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-estuda-antecipar-em-um-ano-a-segunda-
fase-do-tramite-prioritario-pph
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The PPH program in the 1st stage The proposal of PPH program in the 
2nd stage

Up to 400 applications per year Up to 600 applications per year

Up to 100 patents per year for each Interna-
tional Patent Classification (IPC) section

Up to 150 patents per year for each Interna-
tional Patent Classification (IPC) section

Up to monthly application for each appli-
cant

Up to weekly application for each applicant

OFF (Office of First Filing) = OEE(Office 
of Earlier Examination)

*For patent families, examination must 
have started at the patent office where the 
application was filed.

OFF (Office of First Filing) with any PPH 
program

*For patent families, examination must have 
begun at one of the patent offices that have 
signed the PPH program.

(Translated by TIIP)


