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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.38（2021 年 6 月分） 

2021 年 7 月 2 日発行 

日付 2021 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 サイト Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2021/05/28/talleres-de-capacitacion-de-proyectate/ 

タイトル トレーニング・ワークショップイベント「Proyectate 」を 6 月に開始 

 

日付 2021 年 6 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 Iaangostura Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.laangosturadigital.com.ar/sociales/neuquen-continua-trabajando-para-proteger-la-
marca-patagonia-argentina 

タイトル ネウケン州、「Patagonia Argentina」の商標を守る活動を継続 

 

日付 2021 年 6 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 El Diario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eldiariocba.com.ar/exteriores/2021/6/6/cada-vez-son-menos-los-paises-que-impiden-
liberar-patentes-de-vacunas-anti-covid-46642.html 

タイトル COVID-19 ワクチンの特許化を阻止する国はより少数に 

 

日付 2021 年 6 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 
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出典 サイト Ahora Calafate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://ahoracalafate.com.ar/contenido/6138/gobernadores-avanzan-en-la-marca-patagonia-
argentina 

タイトル 首長らが商標「Patagonia Argentina」を推進 

 

日付 2021 年 6 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 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/agencias-provinciales-de-ciencia-y-tecnologia-el-desafio-de-
construir-un-sistema-de 

タイトル 地方の科学技術庁による、協力的かつ複数階層での推進体制構築への挑戦 

要約 科学技術・イノベーション連邦化事務局の「連邦経験交流サイクル」の第 7 回会合には、全国研究技術

開発・イノベーション促進庁（Agência R+D+i）のフェルナンド・ペイラーノ長官と、メンドーサ、コルドバ、リオ・

ネグロの各州機関の代表者が出席した。ペイラーノ長官は発表の中で、「促進活動が資金提供による支

援に限定されず、その前後にも行なわれるよう」同庁の促進サイクルを開放する必要性を強調した。また

「促進活動はより早い段階で始まり、プロジェクトサイクルに沿って行われるが、最後に至るフォローアップに

も注力している。我々は行政的な監視に留まらず、産業財産のアジェンダを定義し、生産的なプロジェクト

を明確にし、スケールアップを促進し、さらには新たな海外市場を獲得するために必要なツールを提供しなけ

ればならない。そうすることで、長くて広いサイクルを展開することができる。これこそが、我が国の科学技術

政策が果たすべき連邦化という約束である。科学技術革新省、連邦科学技術評議会（COFECyT）、

国立科学技術研究評議会（CONICET）と連携し、かつ大学とも協力を深め、それぞれが分担して貢献

できるようにしていきたい」と語った。 

 

日付 2021 年 6 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 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/el-mincyt-lanzo-la-red-nacional-de-vigilancia-
territorial 

タイトル 科学技術イノベーション省、全国内領土監視ネットワークを立ち上げ 

要約 科学技術イノベーション省研究・予測局は、「戦略分野の国内監視のための全国ネットワーク－

技術的監視と戦略情報のための国内ノード（VT-IE）」の開始を発表した。このネットワークは、

地域におけるデータや情報の戦略的利用を促進し、ビジネスネットワーク、研究、トレーニング、認

証機関、国家機関の間で、スキルや知識の交換を促進することを目的とする。今回の会議で

は、1 件あたり 1,500 万ペソを超える資金を提供する提案公募に参加する取組みに対して、地

域・国内・国際レベルでの研究・技術開発の動向や状況、プロジェクトの範囲に関連する産業

財産権の状況に関する情報を含めた調査を行なうことができることが新たに発表された。最初の



 
 

3 
 

公募は、アルゼンチン・セクター・ファンド（FONARSEC）の「医薬品の公的生産のための戦略的

プロジェクト」となり、関連する研究の実施に最大 15 万ペソが割り当てられる予定。9 月 1 日ま

で募集する。この他にも、地域ノードの構築やそのリソースの強化を目的としたネットワークの立ち

上げの範疇で計画されている活動として、ビジネス・インテリジェンス、データや情報の処理・加工

のための技術や方法論、技術マーケティング、ビジネスプランや産業財産の構築、技術的な予測

ツールなど、関連性のあるテーマに関するトレーニングが設けられる。 

 

日付 2021 年 6 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 Diario San Rafael ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diariosanrafael.com.ar/mendoza-tendria-la-primera-indicacion-geografica-del-pais-
para-el-aceite-de-oliva-virgen-extra-360630/ 

タイトル メンドーサに国内初のエキストラ・バージン・オリーブオイルの地理的表示が誕生する可能性 

 

日付 2021 年 6 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 El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elpaisdigital.com.ar/contenido/en-qu-consiste-el-proyecto-de-cristina-para-
reformar-el-sistema-de-salud/31686 

タイトル クリスティーナ副大統領の医療改革プロジェクトはどのようなものか 

 

日付 2021 年 6 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 Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/hoy-se-celebra-el-dia-del-libro-en-la-argentina-cinco-
paginas-para-leer-1853220/ 

タイトル 今日はアルゼンチンの「本の日」 

 

日付 2021 年 6 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 サイト Prensa Latina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=458269 
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タイトル アルゼンチン外務大臣、イタリアを公式訪問 

 

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。  
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