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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.37（2021 年 5月分） 

2021 年 6月 2日発行 

日付 2021 年 4 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 Unsam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.unsam.edu.ar/tss/stevia-una-historia-de-expropiaciones-espias-y-pirateria/ 

タイトル ステビア：収用、スパイ、海賊版行為の歴史 

 

日付 2021 年 5 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 サイト Chaco Dia Por Dia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.chacodiapordia.com/2021/05/06/argentina-reitero-en-la-omc-su-apoyo-a-la-
suspension-de-las-patentes-de-las-vacunas/ 

タイトル アルゼンチン、WTO でワクチン特許停止への支持を再表明 

 

日付 2021 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 サイト Depor Play ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://depor.com/depor-play/videojuegos/pes-2021-cambia-de-nombre-konami-estaria-pensando-
en-una-renovacion-de-la-franquicia-noticia/ 

タイトル PES 2021 が名称を変更？コナミがフランチャイズの刷新を検討中 

 

日付 2021 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 
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出典 サイト Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/mundo/2021/05/08/el-papa-francisco-pidio-la-suspension-
temporal-de-las-patentes-de-las-vacunas-contra-el-coronavirus/ 

タイトル ローマ法王フランシスコが新型コロナウイルスワクチンの特許の一時停止を要請 

 

日付 2021 年 5 月 9 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/sociedad/2021/05/09/prohibieron-registrar-yo-usar-la-marca-maradona-
en-todo-el-mundo-tras-una-sospechosa-jugada-de-morla/ 

タイトル マティアス・モーラ弁護士の不審な行動により、商標「マラドーナ」の登録・使用が世界中で禁止に 

 

日付 2021 年 5 月 14 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 Aire de Santa Fe ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.airedesantafe.com.ar/policiales/allanaron-tiendas-ropa-deportiva-santa-fe-
infraccion-la-ley-marcas-y-propiedad-intelectual-n201798 

タイトル サンタフェのスポーツウェア店にて、商標及び産業財産権法違反容疑で衣料品を差押え 

 

日付 2021 年 5 月 14 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 Infonegocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infonegocios.info/plus/lo-nuevo-de-clarke-modet-certificacion-con-blockchain-
sobre-activos-de-propiedad-industrial-e-intelectual-escribania-digital-desde-los-us-700 

タイトル 知的所有権・産業財産権のブロックチェーンを用いた認証について   

 

日付 2021 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 A Hora Calafate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://ahoracalafate.com.ar/contenido/5785/una-impresora-de-adn-100-argentina-busca-
revolucionar-el-diagnostico-digital 

タイトル デジタル診断に革命を起こす、100%アルゼンチン製の「DNA プリンター」とは 
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日付 2021 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 Ordenador Politico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ordenadorpolitico.com/mexico-y-argentina-unen-esfuerzos-ante-
emergencias-en-salud/ 

タイトル メキシコ、公衆衛生上の危機への対応でアルゼンチンと相互協力 

 

日付 2021 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 科学技術・イノベーション省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-red-cen-tec-realizo-un-taller-sobre-derechos-de-
propiedad-intelectual 

タイトル CEN-TEC ネットワークが産業財産権に関するワークショップを開催 

要約 科学技術イノベーション省は、国家技術開発イノベーション総局を通じて、技術開発センター

（CEN-TEC）ネットワークのメンバーを対象とした産業財産権に関する研修を実施した。国立研

究活動局の「無形資産、産業財産、技術移転の管理のための国家プログラム（開発のための

知識プログラム）」のメンバーであるニコラス・エルミダ氏とパトリシオ・パルディ氏が講師を務めた。

いずれも産業財産に関する豊富な経験を持つ弁護士でもある。エルミダ氏は、産業財産権と著

作権の一般的な側面について説明し、著作権とそれに関連する権利、産業財産権と特別の権

利（sui generis）保護制度の違い、ソフトウェア産業と人工知能における著作権の特殊性、産

業財産権のライセンス契約を履行する際に考慮すべき点について述べた。続いてパルディ氏は、

発明特許・実用新案・意匠・商標など、産業財産権の保護制度の違いについてその主な側面

と特徴について解説した。さらに、産業財産戦略を立てる際に考慮すべき指針についても説明を

加えた。 

 

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      
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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。  


