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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.31（2020年 11月分）  

2020年 12月 10日発行 

日付 2020 年 11 月 1 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 AS Argentina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://argentina.as.com/argentina/2020/11/01/actualidad/1604233593_293002.html 

タイトル アルゼンチンにおける新型コロナウイルス：最初の Sputnik V ワクチンはいつ到着

するのか？ 

 

日付 2020 年 11 月 3 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/inpi-da-charla-virtual-en-la-union-industrial-bahia-
blanca 

タイトル INPI、バイア・ブランカ産業組合にてバーチャル講演会を開催 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 11 月 12 日（木）17 時より、バイア・ブランカ

産業組合（UIBB）が主催する無料講演会に参加する。Zoom プラットフォーム上に

てバーチャル形式で開催されるもの。全国商標部資金研究更新室長のガブリエラ・

ベロッティ博士及び全国実用新案・意匠部のホルヘ・セラート氏が、登録商標の価

値と創作物保護の必要性、意匠と実用新案の違いに関して説明を行なう。INPI では

このような形で、全国の中小企業の能力改善のための技術支援やトレーニングを継

続して行なっている。 

 

日付 2020 年 11 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 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/covid-19-informe-sectorial 

タイトル COVID-19：業界別情報 

要約 COVID-19 の与えた大きな影響として、世界中の技術がその実験的治療のみならず、

予防や保護、社会的隔離や回復のために活用されている点が挙げられる。アルゼン

チン産業財産庁（INPI）では、技術情報サービスを通じて最新の情報を無料で提供

している。体系的に迅速に調べることができるため、最も多く照会されるサービス
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の 1 つとなっている。その状況に基づきこの度、感染した患者の実験的治療に使用

される主な薬理学的資産をまとめた「COVID-19 業界別レポート：試験的治療のため

の医薬品」が作成された。掲載されている特許文書には、技術が明確かつ完全に説

明されているために技術情報源として参照できるほか、その権利を保有する企業や

発明者に関するデータが含まれているため、商用利用のための情報としても活用で

きる。また、対象技術が保護されている場合にはその合法性も確認でき、書誌デー

タや産業財産権に関する情報を含む無形資産として扱うことができる。感染が急速

に拡大しているため、発明内容を広く伝えることを目的としたこうした情報源や、

新技術に基づく技術の進歩をこのような形で促すことは不可欠と言える。 

 

日付 2020 年 11 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 Letra P ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.letrap.com.ar/nota/2020-11-5-9-12-0-provincias-del-sur-envian-una-carta-a-
sola-para-que-proteja-la-marca-patagonia 

タイトル アルゼンチン南部諸州、パタゴニア・ブランドの保護を求めソラ大臣に書簡を送付  

 

日付 2020 年 11 月 6 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/consultorio-virtual-de-marcas-modelos-y-disenos-
industriales-0 

タイトル 商標・実用新案・意匠に関するバーチャル相談会 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 11 月 10 日（火）、生産開発省小・零細企業局

が主催する講演会及びバーチャル相談会である「Capacitar」に参加する。本イベン

トでは、パーソナライズ化されたテクニカルな支援を受けられるだけでなく、コン

テンツへのアクセス、さらに他社との交流を必要とする企業家を対象に開催される

もので、同省の Youtube チャンネル上で配信される。全国商標部のダニエラ・バニ

ョス博士、全国実用新案・意匠部のホルヘ・セラート氏が講演を務める。INPI では

こうしたバーチャル・キャンパスへの参加を通じ、企業・中小企業・仲介機関の能

力開発のための技術支援とトレーニングを行なっている。 

 

日付 2020 年 11 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 Ser Argentino ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.serargentino.com/gente/historias-de-gente/a-la-playa-con-distancia-social 

タイトル 社会的距離を伴ったビーチを実現するために 
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日付 2020 年 11 月 17 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 Tecno Vino ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.tecnovino.com/la-feria-del-vino-a-granel-world-bulk-wine-exhibition-este-
ano-opta-por-el-formato-online-con-wbwe-connect/ 

タイトル バルクワイン見本市の World Bulk Wine Exhibition は今年、オンラインでの開催へ 

 

日付 2020 年 11 月 17 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 Heraldo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elheraldo.com.ar/noticias/192140_la-certificacion-forestal-trabajar-como-se-
debe.html 

タイトル 然るべき姿で運用されている森林認証 

 

日付 2020 年 11 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 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/webinar-ompi 

タイトル WIPO ウェビナーの開催 

要約 産業財産が全ての中小企業が保有する無形資産であることを鑑み、世界知的所有権

機関（WIPO）では、この分野の関係者向けに開催するウェビナー「中小企業支援

機関向けの産業財産促進 フェーズ 3」への参加を呼び掛けている。このセミナーで

は、産業財産システムに関連する政府関係者や利用者向けに、その利用促進を行な

うための技術的サポートが提供される。ラテンアメリカ地域の中小・零細企業を対

象とした産業財産分野の製品やサービスに関する情報提供を行なうバーチャルセッ

ションであり、11 月 27 日（金）11～15 時に開催される。 

 

日付 2020 年 11 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 Infopico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infopico.com/2020/11/27/derecho-exclusivo-la-marca-maradona-quedo-en-
manos-del-abogado-matias-morla/ 

タイトル 商標「Diego Armando Maradona」は今後どうなるのか？ 
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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。 


