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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.50（2022年 6月分） 

2022年 7月 2日発行 

日付 2022 年 5 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 Jornal Rio Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.rionegro.com.ar/ciencia/crean-detector-que-advierte-sobre-el-trafico-ilegal-de-
material-radiactivo-2321004/ 

タイトル 放射性物質の不正取引を警告する検出器を開発  

 

日付 2022 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 サイト Jornal Clarin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarin.com/sociedad/medicamentos-cilfa-afirma-mercado-argentino-globalmente-
altos-precios-_0_orLNMg9jAQ.html 

タイトル アルゼンチン製薬産業会議所、「アルゼンチンは価格の高い市場ではない」と断言 

 

日付 2022 年 6 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 Revista Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/negocios/cultivos/la-startup-infira-desarrollo-una-tecnologia-que-
septuplica-la-vida-los-y-busca-inversores-n5452240 

タイトル スタートアップの Infira 社が作物の寿命を 7 倍にする技術を開発し、投資家を募集  

 

日付 2022 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 Revista Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/opinion/2022/06/02/cinco-tips-que-todo-emprendedor-debe-tener-en-
cuenta-al-momento-de-registrar-su-marca/ 

タイトル 起業家が商標登録の際に考慮すべき 5 つのポイント  

 

日付 2022 年 6 月 9 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 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-agencia-idi-subsidia-proyectos-pict-start 

タイトル 研究開発イノベーション庁、PICT Start Up 事業に補助金を拠出 

要約 研究開発イノベーション庁（Agencia I+D+i）は、自庁の制度改革の一環として、科

学技術研究プロジェクト・スタートアップ（PICT Start Up）制度をリニューアル

し、申請手続きを簡素化するとともに、融資額を 1 プロジェクトあたり 200 万ペソ

から 900 万ペソ（約 16,000 米ドルから 73,350 米ドル）へと拡大した。本制度は、

アルゼンチンの公的・私的非営利機関に属する研究グループの知識と技術を向上さ

せることを目的としており、その成果が製品、プロセス、サービスの各市場に適用

されることが期待されている。プロジェクトは、その技術的な可能性、将来起こり

うる商業的な価値、市場に与える影響などが説明される必要がある。資金提供の期

間は、全ての申請可能なテーマ領域で 2〜3 年間となる。プロジェクト実行中に産

業財産のライセンスを用いる場合、助成金の拡大が認められる。提出されるプロジ

ェクト提案には、製品・サービスのプロトタイプと、その機能を実証するために必

要なテストや、社会的要請への応用や商業的利用が可能なイノベーティブな成果に

基づき作成される必要がある。 

 

日付 2022 年 6 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 Revista BAE Negocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.baenegocios.com/sociedad/Suspenden-la-propiedad-intelectual-de-las-
patentes-de-las-vacunas-anticovid-20220617-0078.html 

タイトル 新型コロナウイルス・ワクチンの特許の産業財産権が一時的に無効に 

 

日付 2022 年 6 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 Revista BAE Negocios ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/actualidad/364406-caeme-defiende-la-propiedad-
intelectual-en-desarrollo-medicinal 

タイトル アルゼンチン医薬品会議所、産業財産権で保護された医薬品開発の重要性を強調 

 

日付 2022 年 6 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 Revista iProfessional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.unsam.edu.ar/tss/medicamentos-compras-publicas-patentes-y-soberania/ 

タイトル 医薬品の公共調達、特許と主権 

 

日付 2022 年 6 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 サイト Revista Criptonoticias ※公的機関による発表 YES NO 
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リンク https://www.criptonoticias.com/regulacion/bitcoin-logotipo-marcas-registradas-argentina-
que-pasa-si-usas/ 

タイトル アルゼンチンで登録商標されたビットコインとそのロゴを使用したらどうなるの

か？ 

 

日付 2022 年 6 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 Revista Investiga ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://investiga.unlp.edu.ar/bajolalupa/ciencia-el-financiamiento-es-de-nosotros-las-
patentes-son-ajenas-21536 

タイトル 資金は我々から、特許は外国人のもの 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

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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