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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.15（2019 年 7月分） 

2019年 8月 12 日発行 

日付 2019 年 7 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 Cênital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cenital.com/2019/07/02/mas-detalles-sobre-el-acuerdo-entre-el-mercosur-y-
la-union-europea/63852 

タイトル メルコスル・EU 間 FTA 協定の詳細  

 

日付 2019 年 7 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 La Voz Del Pueblo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lavozdelpueblo.com.ar/noticia/84720-Desde-la-Provincia-piden-aprobar-este-
a%C3%B1o-la-reforma-de-la-Ley-de-Semillas 

タイトル 種苗法改正を年内に承認するよう要望 

 

日付 2019 年 7 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 El Litoral ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ellitoral.com/index.php/id_um/201009-casafe-celebro-el-acuerdo-
uemercosur-mas-repercusiones-por-el-tratado-campolitoral.html 

タイトル 農牧畜保健・肥料協議会、メルコスル・EU 間 FTA 協定の政治合意を祝福 

 

日付 2019 年 7 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 サイト Cênital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cenital.com/2019/07/02/mas-detalles-sobre-el-acuerdo-entre-el-mercosur-y-
la-union-europea/63852 

タイトル アルゼンチン中小企業連盟、メルコスル・EU 間 FTA 協定を受け産業財産と中小企

業におけるイノベーションを協議 
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日付 2019 年 7 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 アルゼンチン産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/seminario-internacional-pct 

タイトル PCT 国際セミナーを開催 

要約 アルゼンチン産業財産庁（ INPI）は、アルゼンチン中小企業連盟（CAME）にて

「PCT－輸出促進年の 2019 年における特許協力条約の重要性」と題した国際セミナ

ーを開催した。国内外から招かれた講演者らが、海外で特許を出願するときの問題

点や、国際的な技術の保護を簡単な手続きで図ることができる PCT 条約に加盟する

ことのメリットについて説明した。セミナーには、コルネリア・シュミッド・リエ

ルマン下院議員、マリアーノ・マイエル 生産労働省中小企業・起業家局長、ダマー

ゾ・パルド INPI 長官、CAME のディエゴ・ナヴァーロ第一副会長及びファビアン・

カスチージョ渉外局長らが参加した。PCT 条約を通じた国際的な保護のメリット

と、アルゼンチンにおける規則や煩雑な手続きを求められる現状に関する活発な議

論が交わされ、講演者らからはアルゼンチンによる同条約への参加に賛成する意見

が相次いだ。 

 

日付 2019 年 7 月 11 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 アルゼンチン産業財産庁（INPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/patentes/noticias/taller-de-patentes 

タイトル 特許ワークショップの開催 

要約 奇数月の第 2 木曜日には、アルゼンチン全国の教員・発明者・起業家・科学者・研

究者・学生・中小企業を対象とした、特許出願手順の初歩に関するワークショップ

が開催されている。前回には、アルゼンチン産業財産庁（INPI）の産業財産の専門

家らが、発明を権利化するための手続きを始める際の必要要件や、特許・実用新案

文書の作成方法について解説したほか、INPI が提供する検索サービスについての説

明も行われた。次回ワークショップは 9 月 12 日に開催予定。要事前申込み、定員

制。 

 

日付 2019 年 7 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/comunicacion-oficial/noticias/entidad-agrupadora 

タイトル 団体による申請について 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、申請ポータルサイトの更新を行ない、新たに

「団体申請」制度を導入した。これは同庁の様々な手続きで、法人の統一納税者コ

ード（CUIT）と関連付けされた個人をプロセスに加えることを可能とするもの。こ

れにより、新たな出願手続きを行なう際に権限を有する管理者を指定することがで

きるようになる。グループで出願を行なうと、例えばその中のメンバーの 1 名が申

請を行ない、団体名義で出願料の支払いを行なった後に、別のメンバーが署名を行

なうという手続きの進め方が可能となる。 
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日付 2019 年 7 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 Diario 26 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diario26.com/270148--dia-del-amigo-por-que-se-celebra-en-argentina-cada-
20-de-julio 

タイトル なぜアルゼンチンでは毎年 7 月 20 日に友達の日を祝うのか 

 

日付 2019 年 7 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/la-importancia-de-registrar-una-marca 

タイトル 商標登録の重要性 

要約 商標登録を行なうことによって、名称・文字・標識・広告用のフレーズ・そのデザ

インや色彩の模倣などによる不適切な利用を国内で回避し、自身の商標の独占的使

用権を 10 年間にわたり確保することができるようになる。商標の所有者は、独

占・非独占のいずれの形でもライセンス契約を結んで第三者にその利用権を認める

ことができるほか、その全部もしくは一部の売却、抵当権の設定された担保とする

ことも可能である。これらのメリットを享受できる商標登録は、アルゼンチン産業

財産庁（INPI）のサイトから行なうことが可能である。 

 

日付 2019 年 7 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 iPropUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/6363-productos-innovadores-negocios-innovadores-
innovacion-tecnologica-Ranking-mundial-de-innovacion-Argentina-retrocede 

タイトル アルゼンチン、世界イノベーションランキングでラテンアメリカの低位国の 1 つに 
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アルゼンチン知的財産ニュース（月報）はアルゼンチン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。 

 

 

 


