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アルゼンチン知的財産ニュース(月報)

Vol.47（2022年 3月分） 

2022年 4月 2日発行 

日付 2022 年 2 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 Revista Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/negocios/videojuegos/en-la-argentina-el-90-la-facturacion-esta-manos-
apenas-cuatro-empresas-n5382301 

タイトル ゲームソフトの収益の 9 割が、わずか 4 社の手に委ねられているアルゼンチン 

日付 2022 年 2 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 Revista Olimerca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.olimerca.com/noticiadet/mendoza-argentina-ya-tiene-igp-para-su-
aove/6d5c277357b32ce5ae856cef8d6b5209 

タイトル アルゼンチン・メンドーサ地方のオリーブオイルに地理的表示を認定

日付 2022 年 3 月 7 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 Revista LM Neuquen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lmneuquen.com/neuquen-se-mete-lleno-la-defensa-la-marca-patagonia-sus-vinos-
n891858 

タイトル ネウケン州におけるパタゴニアワインの商標保護のための取組み

日付 2022 年 3 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 Jornal Elonce ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elonce.com/secciones/sociedad/705680-quieren-que-cuerpos-tengan-copyright-para-
evitar-violencia-de-gnero.htm 

タイトル ジェンダーに起因する暴力から守るための「著作権で保護された」身体 

日付 2022 年 3 月 10 日 

分野 特許関連 商標関連 意匠関連 
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その他知財関連 エンフォースメント 政府関連 

出典 農牧畜水産省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/julian-dominguez-convoco-fortalecer-el-horizonte-de-valor-
agregado-e-industrializacion-de 

タイトル フリアン・ドミンゲス大臣、「アルゼンチンの付加価値と産業化の地平を強化する」と呼

びかけ  

要約 フリアン・ドミンゲス農牧畜水産大臣は、国立農業技術研究所（INTA）のマリアーノ・ガル

メンディア所長とともに、全国の技術担当チームと国・各地域を一堂に会したワーキン

グ・デイを主宰した。同大臣は、今が「変化の時代」であり、「知識が決定的な価値を持

つ」時代であると指摘。その意味での「戦略的自立を強化する」という政府の目標につい

て語った。また同大臣は、「世界的なレベルで、新たな中間層はより付加価値の高い製品

を求めている」とも述べ、「INTA はこの変革のプロセスをリードしなければならない」と

話した。また「生産に最大限の付加価値を創出し、トレーサビリティと原産地名称を保証

し、世界の需要に応える環境品質の課題とともに、新しい国家的アプローチを開始しなけ

ればならない」とも付け加えた。 

 

日付 2022 年 3 月 18 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 Jornal EL1 Digital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.el1digital.com.ar/sociedad/covid-19-principio-de-acuerdo-para-levantar-las-
patentes-de-las-vacunas/ 

タイトル COVID-19 ワクチン特許の無効化に関する合意 

 

日付 2022 年 3 月 22 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 Revista Infonegocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infonegocios.info/nota-principal/selectivity-la-startup-cordobesa-que-quiere-
universalizar-los-tratamientos-de-fertilidad-desarrolla-dispositivos-de-uso-domestico-y-de-
costo-asequible 

タイトル 不妊治療の普遍化を目指すコルドバ発のスタートアップ Selectivity 社 

 

日付 2022 年 3 月 23 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 保健省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/reunion-del-consejo-asesor-para-la-politica-
nacional-de-medicamentos 

タイトル 国家医薬品政策試問評議会の開催 

要約 カルラ・ヴィゾッティ国家保健大臣は 3 月 23 日、国家医薬品政策諮問評議会

（CONMED）の会合を主宰した。同会合では「連邦薬価モニター」プロジェクト

や、健康の司法化へのアプローチについての発表が行なわれ、また医薬品へのアク

セス促進を目的とした施策の進展についても分析が持たれた。同諮問評議会は、国

家医薬品政策の策定と推進に関わる全ての関係者で構成される協議や積極的な参加

の場である。複数のセクターやアクターによって承認される国家政策の枠組みの範

疇で、遵守されるべき行動や提案に基づき、医薬品へのアクセス、品質、合理的使
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用の促進を達成することを目的とする。今回の会合には、生産性開発省、アルゼン

チン産業財産庁（INPI）など複数の政府機関の代表者が出席した。 

 

日付 2022 年 3 月 25 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 Jornal La Voz ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lavoz.com.ar/negocios/crean-en-cordoba-un-lavarropas-que-elimina-virus-y-
bacterias-para-centros-de-salud/ 

タイトル 医療機関向けのウイルスや細菌を除去する洗濯機をコルドバ市で開発 

 

日付 2022 年 3 月 25 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-innovacion-como-componente-clave-del-
desarrollo-sostenible 

タイトル 持続可能な開発のための重要な要素としてのイノベーション 

要約 昨年 10 月に科学技術イノベーション省（MINCyT）計画・政策事務局と Max Planck

研究所との間で締結された協力協定の一環として、「持続可能な開発の重要な要素

としてのイノベーション」と題し、ラテンアメリカのスマート産業財産（IP）イニ

シアチブ第 3 回年次会議が開催された。会合では、ラテンアメリカのさまざまな技

術系企業が、いかにして知識をイノベーションに変えていったか、その経験を共有

した。さらに、法学者とイノベーション経済学者からなる 2 つのパネルディスカッ

ションでは、このテーマの地域レベルでの考察と研究のためのインプットとしても

役立つ、ラテンアメリカの技術開発プロセスを改善するための規制上の枠組みや経

済的インセンティブに取り組むための教訓や共通の課題を明らかにした。第 1 部で

は、技術系企業 7 社が、イノベーションを実現するために直面した課題や受けたイ

ンセンティブなどの経験を発表。また会合では、ヴァネサ・ローウェンスタイン国

家研究局長が司会を務める中、技術移転と産業財産権の管理プロセスを改善するた

めの基準の明確化と合意形成やグッドプラクティスの構築を目的として、無形資

産・産業財産・技術移転国家プログラムの一環として研究開発イノベーション庁

（Agência P&D&I）、CONICET、MINCyT により設立された省庁間ワーキンググルー

プについても紹介された。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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      
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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。  

 

 

 


