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ブラジル知的財産ニュース（月報） 

Vol.43（2020 年 5 月分） 

2020 年 6 月 3 日発行 

日付 2020 年 5 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://economia.uol.com.br/noticias/bbc/2020/05/02/preocupados-com-ambiente-
politico-empresarios-apressam-brasil-eua-a-assinar-acordo-comercial.htm 

タイトル 政治情勢への懸念から、米国・ブラジルの企業家らが通商協定の締結に圧力 

 

日付 2020 年 5 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/dia-mundial-da-pi-evento-apresenta-invencoes-
relacionadas-a-covid-19 

タイトル 世界知的財産の日のイベントにて、COVID-19 関連の発明を紹介 

要約 リオデジャネイロ連邦大学（UFRJ）及び同大学イノベーション局が、世界知的財産の日を記念

して企画したイベントが 4 月 30 日、オンラインで開催された。ブラジル産業財産庁（INPI）から

は、COVID-19 関連技術調査チームの責任者を務めるクリスチーナ・ドゥルソ特許部調査事業課

長が参加。新型コロナウイルスの感染拡大を前に、イノベーションや産業財産が果たす役割につ

いて話し合われる中で、同氏は今回の世界的な問題に対処する際に活用可能な特許化された

技術の広報を目的として結成された、INPI の研究者からなる COVID-19 関連技術調査チームの

活動の重要性を強調した。本イベントでは、ウイルスや細菌に触れた空気を清浄にするエアレータ

ーフィルター、COVID-19 対策特別人工呼吸器（VexCo）、ミクロフィブリル化セルロース

（MFC）由来のジェル状アルコールといった、コロナウイルス対策や治療に直接利用できる 3 件の

成功事例も紹介された。 
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日付 2020 年 5 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/observatorio-inicia-analise-de-medicamentos-para-o-
tratamento-da-covid-19 

タイトル COVID-19 関連技術調査チーム、治療用医薬品に関する調査を開始 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、COVID-19 の治療用に研究開発中の医薬品に関する調査結

果を公表した。この調査は COVID-19 関連技術調査チームが担当し数回に分けて実施されるも

ので、初回となる今回は、2020 年 5 月 1 日に米国 FDA が緊急治療用途での使用を認めたレ

ムデシビルに関するものとなっている。この報告書では臨床試験の概要やレムデシビルの作用メカ

ニズムを紹介するのに加え、INPI に出願された薬局方に関連する出願特許も示されている。特

許データバンクからは、Gilead Sciences 社から出願された 6 件の特許が特定され、うち 2 件が

INPI における審査中、3 件が国家衛生監督庁（ANVISA）での事前承認のために回付され、1

件が PCT の枠組みでの審査可否の審査中であった。INPI は、2020 年 4 月 7 日付省令第 149

号に基づき、新型コロナウイルス対策に利用可能なイノベーションに関連した出願特許の優先審

査を行なっている。 

 

日付 2020 年 5 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/campanha-gaucha-ganha-indicacao-geografica-para-
vinhos-e-espumantes 

タイトル カンパーニャ・ガウーシャがワインとスパークリングワインの地理的表示を取得 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 5 日付の産業財産官報（RPI）第 2,574 号にて、白・ロ

ゼ・赤ワイン及びスパークリングワインに対し、原産地表示としての「カンパーニャ・ガウーシャ」の地理

的表示を付与した。カンパーニャ・ガウーシャ上質ワイン生産者協会の出願が認められたもの。リオ

グランジドスル州のワイン部門では 7 番目の地理的表示となる。44,365km2 に及ぶ指定地域内

のワイン生産者は今後、地理的表示の利用規定に定められた規則に従い、自社の製品に地理

的表示を用いることが認められる。 
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日付 2020 年 5 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-lanca-logo-comemorativa-aos-seus-50-anos 

タイトル INPI、創立 50 周年のロゴマークを発表 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、1970 年 12 月 11 日の創立から 50 周年を迎えたことを記念

し、2020 年 12 月 31 日まで対外的に使用する記念ロゴマークを発表した。この「INPI +50」ロゴマ

ークは、INPI の施設内、広報、記念イベント、プロモーション活動に加え、イベント広報用の印刷

物、電子プレゼン資料、広報媒体、メール署名等に利用される。 

 

日付 2020 年 5 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/projeto-piloto-pph-do-brasil-com-singapura-esta-em-vigor 

タイトル ブラジル・シンガポール間の PPH パイロット事業が開始 

要約 ブラジル・シンガポール間で特許出願手続きの早期完了を望む利用者は、PPH パイロット事業を

活用することがすでに可能だ。ブラジル産業財産庁（ INPI）とシンガポール産業財産庁

（IPOS）は、両国の発明家や産業に資するパートナーシップを樹立するための覚書を取り交わ

し、それに伴い両庁間の手続きの合理化が図られている。この PPH パイロット事業は 2025 年 4

月 30 日を期限とし、出願数合計 400 件を上限に、全ての技術分野での利用が認められる。

2019 年 12 月 1日から開始された PPHの新モデルは、欧州特許庁（EPO）に加えて 21 ヵ国と

の実施されている。 

 

日付 2020 年 5 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/inovacao-no-combate-a-covid-19-foi-tema-de-evento-do-
dia-mundial-da-pi 

タイトル 世界知的財産の日の記念イベントにて、COVID-19対策分野でのイノベーションについて協議され

る 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）、世界知的所有権機関（WIPO）、ブラジル産業財産職員協

会（ABAPI）は、5 月 7 日、「COVID-19 対策のイノベーション」と題したウェビナーを開催した。4
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月 26 日の世界知的財産の日の記念するイベントとしては最後にあたるもの。INPI のクラウジオ・

ヴィラール・フルタード長官は、新型コロナウイルスによって困難な状況に置かれているにも関わら

ず、INPI では全従業員に対し効率性を損なうことなくテレワークの導入を実現したと説明。サービ

ス範囲を拡大した 2020 年活動計画も近々発表すると述べた。また、オンラインセミナーには 2 名

が登壇。INPI のインフラ・ロジスティクス部門のアレシャンドレ・ロウレンソ コーディネイターは、同庁の

COVID-19 関連技術調査チームの活動を紹介した。Vale 社の産業財産・技術探索マネージャー

のファビアーノ・トヌッチ氏は、保健省に対する防護具や診断キット購入費用の寄付に加え、国内

主要医療機関と共同で実施するオープンイノベーション・プログラムの公募開始など、同社による

COVID-19 対策の取組みを紹介した。 

 

日付 2020 年 5 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 Revista PEGN ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://revistapegn.globo.com/Noticias/noticia/2020/05/coronavirus-veja-quais-setores-
devem-ser-priorizados-em-futura-flexibilizacao-da-quarentena-em-sp.html 

タイトル サンパウロ州の将来的な社会隔離措置の緩和ではどのセクターが優先されるべきか 

 

日付 2020 年 5 月 8 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 連邦上院議会 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2020/05/08/coronavirus-projeto-acelera-
exame-de-patentes-necessarias-para-combate-a-epidemias 

タイトル コロナウイルス：感染拡大対策に必要な特許審査の迅速化を図る法案 

要約 5 月 4 日の週に、COVID-19 の感染拡大対策に必要不可欠と保健省が指定した製品・プロセ

ス・機器・材料に関する特許審査をブラジル産業財産庁（INPI）が優先的に実施することを定

めた、2020年付法案第 2,410号が提出された。1996年付法令第 9,279号を改正するもので、

テルマーリオ・モッタ上院議員（Pros党・ロライマ州選出）が提案者となっている。この法案では、

INPI における迅速な審査を希望する特許出願人が、保健省に対して優先審査を要請すること

ができるとしている。同議員は、科学技術の進展こそが、世界への脅威であり数百万人のブラジ

ル人に犠牲を強いている COVID-19 の治療へ向けた希望となるとコメント。その上で、感染拡大

対策に必要不可欠なイノベーションの活用を加速化させることができるような産業財産管理手

法の改善を推し進めることが重要であると述べた。 
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日付 2020 年 5 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/protocolo-de-madri-modelo-
de-publicacao-na-rpi-de-designacoes-ao-brasil 

タイトル マドリッド・プロトコル：ブラジルが指定国とされた際の産業財産官報における公示モデル 

要約 マドリッド・プロトコルの利用者の書類作成に資するため、ブラジル産業財産庁（INPI）はガイド

ラインを作成し、ブラジルを指定国とした際に使用されるモデル・テンプレートを産業財産官報

（RPI）に公示した。 

 

日付 2020 年 5 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/protocolo-de-madri-
mudancas-no-xml-de-marcas 

タイトル マドリッド・プロトコル：商標 XML の変更 

要約 マドリッド・プロトコルの枠組みにおいてブラジルが指定国とされた際の公示が可能となるよう、産

業財産官報（RPI）の商標の章の XML 構造に変更が加えられる。その際の公示は、IPAS756

コードにより識別される「異議申立ての登録要請の公示（国指定に関する正式な審査の完

了）」手順を通じて行われる。 

 

日付 2020 年 5 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 ブラジル産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/inpi-lanca-novo-portal-com-
foco-no-usuario 

タイトル INPI、利用者にフォーカスした新ポータルサイトを公開 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は 5 月 15 日、同庁のサービスを一層利用しやすくなるよう作成さ

れた新たなポータルサイトを公開した。関心の多く寄せられる情報、情報システム、戦略的プロジ

ェクトが強調表示されるのが新ポータルの特徴で、連邦政府の単一ポータルサイトである Gov.br

のフォーマットに則している。この取組みは、インターネットを通じたサービス提供の拡充、統合、促

進を目的とした IP デジタル計画の一環で行われるもの。2020～2022 年のデジタル政府戦略の
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一部でもある。この新ポータルサイトの導入にあたり、INPIは経済省デジタル政府局及び連邦デー

タ処理サービス（Serpro）の支援を受けている。 

 

日付 2020 年 5 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/2020-mai-15/laura-duro-covid-19-direitos-propriedade-
intelectual 

タイトル パンデミック下で産業財産権の侵害をいかにして防ぐか 

 

日付 2020 年 5 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 サイト Consultor Jurídico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.conjur.com.br/2020-mai-16/registro-inpi-garante-escola-exclusividade-uso-
nome 

タイトル 高等司法裁判所、教育機関に対する名称の排他的利用権を確認 

 

日付 2020 年 5 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 司法高等裁判所（STJ） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/Ministros-do-STJ-e-do-
STF-debatem-o-futuro-do-direito-pos-pandemia-em-evento-filantropico.aspx 

タイトル 司法高等裁判所及び最高裁判所の判事ら、パンデミック後の法律の未来に関するチャリティーイ

ベントを開催 

要約 ブラジル産業財産協会（ABPI）とリオデジャネイロ連邦大学国立法律学部（FND/UFRJ）

は、COVID-19 と裁判所・法律の未来をテーマとしたオンラインディベートを開催する。新型コロナウ

イルスのパンデミックにより脆弱な状況に置かれている、200 人以上の学生らへ向けた支援基金

の調達を目的としたもの。リオデジャネイロ司法裁判所の裁判官で、UFRJ 法学部の教授でもあ

るセザール・アウグスト・ロドリゲス・コスタ氏がモデレータを務め、最高裁判所（STF）ルイス・フック

ス判事に加え、FND の卒業生である高等司法裁判所（STJ）のルイス・フェリペ・サロマォン、ベ

ネジット・ゴンサウベス両判事が参加する。本イベントはデジタルプラットフォームの Zoom を活用

し、ウェビナー形式で行われる。ブラジル産業財産協会（ABPI）又は UFRJ/FND のウェブサイトに
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アクセスし、申込フォームに必要事項を記入して参加料を支払うことで参加可能。収益金は全

額が FND の学生に寄付される。 

 

日付 2020 年 5 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/05/18/hackingrio-promove-
hackathon-online-para-desenvolver-solucoes-de-combate-a-covid-19.ghtml 

タイトル Hacking.Rio が COVID-19 対策ソリューション開発のためのオンライン・ハッカソンを開催 

 

日付 2020 年 5 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 Veja ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://veja.abril.com.br/economia/patente-do-remdesivir-esta-ha-5-anos-parada-no-inpi/ 

タイトル レムデシビルの特許は 5 年間 INPI で止まっている 

 

日付 2020 年 5 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/carros/noticia/2020/05/19/honda-registra-novos-fit-e-city-no-
brasil.ghtml 

タイトル ホンダ、ブラジルにて新型 Fit・City の意匠を登録 

 

日付 2020 年 5 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/legislacao/noticia/2020/05/19/sanofi-aventis-vence-disputa-
sobre-registro-da-marca-dorflex-no-stj.ghtml 

タイトル Sanofi-Aventis、高等司法裁判所にて登録商標 Dorflex にかかる係争で勝訴 
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日付 2020 年 5 月 20 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/bemestar/noticia/2020/05/20/lei-sobre-patentes-e-lentidao-de-
orgaos-publicos-levam-pais-a-gastar-mais-com-remedios-diz-tcu.ghtml 

タイトル 会計検査院、特許関連法や公的機関の手続きの遅れが国による医薬品支出を増大させると

指摘 

 

日付 2020 年 5 月 21 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/comunicado-sobre-
manutencao-programa-dos-sistemas 

タイトル システムの定期点検に関する通告 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、システム定期点検のスケジュールに則り、5 月 22 日（金）21

時から 5 月 24 日（日）20 時にかけてシステムの保守を行なう。この間には、全システムが断続

的もしくは継続的に利用不可能となる場合がある。 

 

日付 2020 年 5 月 21 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/empresas/noticia/2020/05/21/stf-pode-derrubar-extensao-de-
patente-de-medicamento.ghtml 

タイトル 最高裁判所、医薬品特許の延長を撤廃する可能性 

 

日付 2020 年 5 月 22 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/evento-vai-debater-
mediacao-e-arbitragem-em-pi-no-dia-28-05 

タイトル 産業財産の調停と仲裁について話し合うイベントを 5 月 28 日に開催 
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要約 ブラジル産業財産庁（ INPI）、ブラジル産業財産協会（ABPI）、世界知的所有権機関

（WIPO）は 5月 28日（木）午後 2時 30分より、ウェビナー「法的手続きに代わる産業財産

の調停及び仲裁」を開催する。INPIの異議申立て・無効化行政手続き総合コーディネイターを務

めるカルロス・マウリシオ・アルディソネ氏がモデレータを務め、ジュネーブから WIPO の調停・仲裁セ

ンターのイグナシオ・デ・カルロス・リャマス氏、また国際産業財産保護協会（AIPPI）のルイス・ヘ

ンリケ・ド・アマラル氏が参加する。参加費は無料で、サイトにて参加申込みを受け付けている。 

 

日付 2020 年 5 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 Época Negócios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2020/05/governo-prepara-novas-
regras-para-combater-pirataria-na-internet.html 

タイトル 政府、インターネット上での模倣品行為を撲滅する新規則の制定を準備 

 

日付 2020 年 5 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/05/25/pesquisadores-criam-curativo-
inteligente-que-protege-ferimento-e-inibe-a-propagacao-de-bacterias.ghtml 

タイトル 傷口を保護し細菌の繁殖を抑制するスマートなガーゼを研究者らが発明 

 

日付 2020 年 5 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/processos-administrativos-
tem-prazos-processuais-retomados 

タイトル INPI、各種手続きの期限に関する日数カウントの一時停止措置の終了を決定 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、各種手続きで期限に関する日数カウントを一時停止していた

措置を終了し、2020 年 6 月 1 日から再開することを発表した。2020 年 5 月 26 日付産業財

産官報（RPI）第 2,577 号に本通知が公示されたもの。対面による窓口対応は引き続き禁止

されている。手続き期限の日数カウントは、今回の一時停止措置が始まった時点の残日数で停

止していたが、これが再開される。INPI での手続きを行なうことのできなかった利用者は、INPI で

期限延長の可否について判断するため、電子申請システムにてその理由を通知すること。 
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日付 2020 年 5 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 Valor Econômico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/05/27/cni-aponta-equivocos-na-lista-de-
propriedade-intelectual-dos-eua.ghtml 

タイトル ブラジル工業連盟、米国の産業財産監視国リストにおける誤認を指摘 

 

日付 2020 年 5 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 G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/fux-diz-que-paises-que-preferiram-
modelo-economico-ao-social-vivem-momento-grave-na-pandemia.ghtml 

タイトル フックス最高裁判事、社会問題ではなく経済を優先した国々がパンデミックで深刻な事態に直

面していると語る 

 

日付 2020 年 5 月 28 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/disponibilizado-em-ingles-e-
espanhol-capitulo-sobre-procolo-de-madri-no-manual-de-marcas 

タイトル 商標マニュアルのマドリッド・プロトコルの章に、英語・スペイン語版を追加 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）は、商標マニュアルのうちマドリッド・プロトコル関連サービスについて

述べた章に、英語版とスペイン語版を追加した。これらは INPI サイトからアクセス可能。 

 

日付 2020 年 5 月 28 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/mediacao-e-arbitragem-em-
pi-vantagens-sao-discutidas-em-evento-virtual 

タイトル 産業財産における調停と仲裁の利点についてオンラインイベントで協議 

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/fux-diz-que-paises-que-preferiram-modelo-economico-ao-social-vivem-momento-grave-na-pandemia.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/27/fux-diz-que-paises-que-preferiram-modelo-economico-ao-social-vivem-momento-grave-na-pandemia.ghtml
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要約 ブラジル産業財産庁（INPI）と世界知的所有権機関（WIPO）のパートナーシップ下で実施さ

れている IP Meetings シリーズの一環として、ブラジル産業財産協会（ABPI）と WIPO が 5 月

28日に共催したウェビナーで、法的手続きの代替手段としての産業財産権の調停・仲裁のメカニ

ズムが取り上げられた。INPIのクラウジオ・ヴィラール・フルタード長官は、法的手続きは長期に及ぶ

ものだが、調停・仲裁の仕組みは紛争をより迅速かつ効率的に解決するもので、その代わり費用

も高くなるとコメント。ABPI のルイス・エドガー・モンタリー・ピメンタ会長は、こうした解決策がブラジ

ルで普及する際の障壁として、弁護士の間でもあまり知られていないことが挙げられると指摘す

る。そのため企業が裁判所に向かう前に、まず調停や仲裁を通じて合意を模索するべきだと話

す。WIPO ブラジル事務所のイザベラ・ピメンテル参事も、パンデミック後のシナリオでは、調停や仲

裁が司法手続きの負担を軽減するための基礎的手段となるとし、この意見に賛同した。 

 

日付 2020 年 5 月 28 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 https://www.gov.br/inpi/pt-br/central-de-conteudo/noticias/ibepi-lanca-guia-sobre-
patentes-para-pequenas-e-medias-empresas 

タイトル イベロアメリカ産業財産プログラム、中小企業向けの特許ガイドを発刊 

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）を含む 13 カ国の産業財産庁が参加するイベロアメリカ産業財産

プログラム（IBEPI）では、「中小企業の特許情報」に関するガイドを発刊した。ペルー国家競争・

知的財産保護庁が作成したもの。このガイドは、市場における生産性と競争力の向上を目的と

して特許情報を使用することについて、特に中小企業の間でその関心を高めることを目的として

制作された。IBEPI 加盟諸国間で産業財産法に差異がある点には留意する必要があるものの、

ブラジルの中小企業にとっても非常に重要な総合的なガイドとなっている。 

 

日付 2020 年 5 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 サイト G1 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/05/29/brasil-integra-iniciativa-
de-cooperacao-em-tecnologia-da-oms-para-combater-covid-19.ghtml 

タイトル ブラジル、COVID-19 対策を目的としたWHO の技術協力の取組みに参加 
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日付 2020 年 5 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 UOL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://tvefamosos.uol.com.br/noticias/ooops/2020/05/31/na-quarentena-tv-paga-perde-
55-mil-assinantes-em-abril.htm 

タイトル 外出自粛要請期間中に、ケーブルテレビ業界が 5 万 5 千件の加入者を喪失 

 

 

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。 

 


