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　2021 年 12 月 7 日、ブラジル国家知的財産戦略（ポルトガル語で “ENPI”。以下、

「ENPI」という）を制定するための政令第 10,886 号が公布されました。また、ブ

ラジル国家知的財産戦略を実行する方法として、「創造性、イノベーションへの

投資、知識へのアクセスを奨励し、公正な競争関係の向上及び経済・社会の発展

を目指す、有効かつバランスのとれた、広く知られ、利用される」国家知的財産

制度（SNPI）の実現が目標とされています。ENPI 第 2 条で定められたガイドラ

インにおいては、法的確実性、透明性、予測可能性、及び国際条約の尊重が原則

として設定されています。

　政令第 10,886 号は 5 つの条項から構成されています。それに加え、政令には

附属書が付されています。附属書には、ブラジルの現行の知的財産制度における

9 つの問題点が指摘されています。9 つの問題点は、次のとおりです。

1.　知的財産権の活用不足と活用過多に関連する知的財産制度の利用におけ

るアンバランス。

2.　イノベーションと創造のエコシステムにおける企業やその他の関係者に

よる知的財産に関する戦略的ビジョンの欠如。

3.　知的財産に精通した専門家の不足。

4.　知的財産の一部について情報へのアクセスが困難で、登録が複雑である

こと。

5.　裁判所における知的財産専門家の不足。

6.　知的財産権の侵害。

7.　知的財産における政府の短期的かつ非連続的な戦略的活動。

＜ブラジル＞



 81Journal of Towa Institute of Intellectual Property Vol.14, No.1

8.　知的財産に関する国際的な活動へのブラジルの参加規模が小さい。

9.　知的財産に関する法の近代化が必要。

　ブラジル国家知的財産戦略の第 1 ステップの期間は 10 年間とされており、上

記の問題点を改善、解決するために、複数の目標を設定し、目標を達成するため

の理念も設定しています。ブラジル国家知的財産戦略は、11 の省庁が協力して

実行するものであり、公開した時点から実行されています。
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 Decree No. 10,886 was published on 7th December 2021, establishing the National 
Intellectual Property Strategy (ENPI in Portuguese), which aims to achieve a National Intellectual 
Property System (SNPI in Portuguese) "effective and balanced, widely known, used and observed, 
which encourages creativity, investments in innovation and access to knowledge, aiming to 
increase competitiveness and economic and social development”. Among the guidelines 
established by article 2 of the ENPI, the guarantee of legal certainty, transparency, and 
predictability, as well as respect for international commitments, stand out.

 Decree No. 10,886 consists of five articles. In addition, the Decree has an annex, 
which lists nine national challenges to be faced in relation to the ineffectiveness of Intellectual 
Property (IP) systems in national territory

1.  Imbalances in the use of the IP system related to underutilization and overutilization of IP 
rights by different IP owners ;
2.  Lack of strategic vision for IP by companies and other stakeholders in the creation of an 
ecosystem for innovation ;
3.  Lack of professionals with expertise in intellectual property ;
4.  Inaccessibility of information on IP rights and complexity of registration for some IPs ;
5.  Lack of IP experts in the courts ;
6.  Amount of infringement of IP rights ;
7.  Short termed and discontinuous strategic activities of the government in IP ;
8.  Small scale of Brazilian participation in international activities related to intellectual 
property ;  and,
9.  Necessity to modernize the IP Laws in Brazil.
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 The first step of Brazil's new National Intellectual Property Strategy (ENPI) has a 
duration of 10 years, and it sets several goals to improve and solve the problems mentioned 
above, as well as the principles to achieve the goals. Brazil's National Intellectual Property 
Strategy (ENPI) is a is a work developed by the Interministerial Group on Intellectual Property, 
formed by 11 Ministries (federal executive departments), and has been in effect since its release.


