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アルゼンチン知的財産ニュース(月報)

Vol.48（2022年 4月分） 

2022年 5月 2日発行 

日付 2022 年 3 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/se-premiaran-los-proyectos-participantes-en-la-16deg-
edicion-de-innovar 

タイトル 第 16 回「INNOVAR」参加プロジェクトの表彰式について 

要約 科学技術イノベーション省芸術・視聴覚コンテンツ局は、第 16 回「全国イノベーションコ

ンテスト（INNOVAR）」の授賞式を 4 月 7 日に開催する。会場は文化科学センターの講堂

で、ダニエル・フィルマス科学技術イノベーション大臣が出席を予定している。今回で 16

回目を迎えるこのコンテストは、社会的・商業的に大きな影響を与える発明やイノベーシ

ョンや技術に基づく起業家精神を促進、並びに国のイノベーション文化の強化を目的とし

たもので、世界知的所有権機関（WIPO）から賞金・トロフィー・メダルが授与される。研

究・技術開発・イノベーション促進庁（Agencia I+D+i）、パタゴニアのアンデス森林研究・

普及センター（CIEFAP）、世界知的所有権機関（WIPO）など戦略的提携機関の支援を得て

開催される。

日付 2022 年 4 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 Portal Diario 
Constitucional

※公的機関による発表
YES NO 

リンク https://www.diarioconstitucional.cl/2022/04/01/tribunal-de-argentina-condena-a-fabricante-
nacional-de-vino-a-pagar-una-multa-por-el-uso-indebido-de-una-marca-de-produccion-artesanal/ 

タイトル アルゼンチン裁判所、クラフト製品ブランドの不正使用を理由に国営ワインメーカーに罰

金の支払いを命じる

日付 2022 年 4 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 サイト Revista Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2022/04/03/de-nino-perdio-la-vista-y-su-lucha-
cambio-el-acceso-de-los-ciegos-a-los-libros-del-mundo/ 

タイトル 幼少期に視力を喪失した苦労が、世界中の盲人の書籍へのアクセスを変革 
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日付 2022 年 4 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 Revista infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/colombia/2022/04/06/los-derechos-de-las-marcas-en-el-
metaverso-como-protegerlos/ 

タイトル メタバースにおける商標権はどのように保護されるのか？  

 

日付 2022 年 4 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 Revista iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/legales/360275-propiedad-intelectual-en-el-mundo-de-la-
inteligencia-artificial 

タイトル 人工知能の世界における産業財産権  

 

 

日付 2022 年 4 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 Revista Agrositio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.agrositio.com.ar/noticia/222281-con-una-propuesta-solida-para-cada-productor-
donmario-encara-la-campana-de-trigo-2022 

タイトル DONMARIO 社の生産者向け 2022 年小麦生産キャンペーン 

 

日付 2022 年 4 月 13 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 Portal El Destape ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eldestapeweb.com/cultura/argentina/la-historia-de-la-stevia-para-entender-
sobre-acumulacion-de-capitales-y-explotacion-de-conocimientos-202241312460 

タイトル 資本蓄積と知識の商用化が理解できる「ステビア」の物語 

 

日付 2022 年 4 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 iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/tecnologia/361171-unicornios-que-le-falta-a-argentina-
para-despegar-en-la-region 

タイトル ユニコーンの発祥地であるだけでは不十分、ラテンアメリカ・カリブ海地域で飛躍

するためにアルゼンチンに欠けているものは何か？ 

 

日付 2022 年 4 月 22 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 サイト Portal Abogados.com.ar ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://abogados.com.ar/marketplace-liberado-de-responsabilidad-por-la-venta-de-un-
libro-plagiado-en-su-plataforma/30333 

タイトル マーケットプレイス、自社プラットフォームで盗作本を販売した場合の責任を免れ

る 

 

日付 2022 年 4 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 Portal TodoTV News ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://todotvnews.com/regresa-el-summit-antipirateria-y-desembarca-en-argentina/ 

タイトル 模倣品対策サミット、再びアルゼンチンに上陸 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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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