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アルゼンチン知的財産ニュース(月報)

Vol.51（2022年 7月分） 

2022年 8月 2日発行 

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

リンク https://abogados.com.ar/e-commerce-y-el-uso-indebido-de-marcas-en-argentina/30736 

タイトル アルゼンチンにおける電子商取引と商標の不正使用

日付 2022 年 7 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 Pharmabiz ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.pharmabiz.net/se-lanzo-inst-de-la-propiedad-intelectual/ 

タイトル 産業財産研究所を設立 

日付 2022 年 7 月 4 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 Periodico Judicial ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.periodicojudicial.gov.ar/propiedad-intelectual-y-emprendedurismo-en-el-ambito-de-
la-moda/ 

タイトル ファッション業界における産業財産と起業家精神

日付 2022 年 7 月 5 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 Abogados ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://abogados.com.ar/argentina-adopta-la-norma-st26-de-la-ompi-para-la-presentacion-de-
listados-de-secuencias/30785 

タイトル アルゼンチン、シーケンスリストに関する WIPO 基準 ST.26 を採択

日付 2022 年 7 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 

https://abogados.com.ar/e-commerce-y-el-uso-indebido-de-marcas-en-argentina/30736
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https://www.periodicojudicial.gov.ar/propiedad-intelectual-y-emprendedurismo-en-el-ambito-de-la-moda/
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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/encuentros-con-referentes-del-sistema-de-ciencia-
tecnologia-e-innovacion-de-rosario 

タイトル ロサリオ市の科学・技術・イノベーションシステムの代表者とのミーティング  

要約 研究・技術開発・イノベーション庁（Agência I+D+i）のフェルナンド・ペイラーノ長官は、

Bioceres 社にて同社 CEO のフェデリッコ・トゥルコ氏と会談し、科学技術とイノベーション

の推進における課題や、イノベーションと技術開発プロジェクトにおける官民協調の機会

について話し合った。Bioceres 社は、国際的な農業科学者や企業と協力する農業バイオテク

ノロジー企業で、創業以来、複数のプロジェクトで Agência I+D+i の支援を受けてきた。 

ペイラーノ長官は、今年 2 月に完成したサン・ロレンゾ市の Keclon 社の工場を訪問し、CEO

のレオナルド・マラフィニ氏と創業者のウーゴ・メンゼラ氏の案内により視察した。同社

は様々な食品の工業的性能の向上を図り、環境保護に資する酵素をベースとした革新的な

バイオテクノロジー・ソリューションを開発している。同庁の EMPRETECNO 制度は、知識

の集中的な応用に基づく技術系企業の様々な生産分野における発展促進を目的としたもの

で、Agência I+D+i が Keclon 社に提供したこのツールによっても、技術力の強化、廃棄物の

発生量の削減、輸出可能性の拡大、収益性の向上、産業財産の管理が実現されている。 

 

日付 2022 年 7 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/politicas-publicas-en-la-gestion-estrategica-del-
conocimiento 

タイトル 戦略的ナレッジマネジメントにおける公共政策  

要約 7 月 7・8 日に国立南部大学が主催した「発明特許と技術移転に関する理論的・実践的会

合」の一環として、国立研究所のヴァネッサ・ローウェンスタイン氏は、技術移転、無形

資産の管理、産業財産のプロセスを国家レベルで改善することを目指す取組みについて講

演を行なった。同氏は「産業財産における規制の枠組みは中立ではなく、制度・国家・地

域・多国間の文脈に組み込まれている」と指摘。その上で「制度と国家規準もしくは制度

的規制の枠組みの両方が、技術移転と開発プロセスに影響を与える政策を常に定義してい

る」と述べた。続けて、科学技術庁（MINCyT）が創設以来、産業財産と技術移転の分野で

提供している様々な取組みやツールについて簡単に説明し、その中でも特に、無形資産・

産業財産・技術移転の管理に関する国家プログラムである「開発のための知識」の創設、

「産業財産と技術移転の管理におけるグッドプラクティス・ガイド」、「教育・研究・普

及活動の成果の保護と商業化に関する標準モデル」、出版物「研究開発機関で生み出され

た技術サービスと成果に適用するマーケティング戦略」などが際立ったものであったと述

べた。さらに同氏は「2020 年からは権利の登録に重点を置くのをやめ、研究開発機関から

社会生産領域への技術移転のプロセスを強化している」と説明。さらに、マックス・プラ

ンク研究所との協定締結、研究・技術開発・イノベーション庁（Agência I+D+i）、国立科学

技術研究会議（CONICET）、MINCyT の間で合意した産業財産・無形資産管理政策ガイドラ

インの承認、 Agência I+D+i における無形資産・産業財産部門の設立についても触れた。 

 

 

日付 2022 年 7 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 Portal Unsam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.unsam.edu.ar/tss/vera-alvarez-el-vinculo-entre-empresas-y-estado-es-
imprescindible/ 
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タイトル ヴェラ・アルバレス氏、ビジネスと政府の連携が不可欠と語る 

 

日付 2022 年 7 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 Revista Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/economia/2022/07/26/como-es-el-ladrillo-del-futuro-
patentado-por-un-argentino-que-promete-aumentar-la-eficiencia-energetica-sin-
aumentar-costos/ 

タイトル コストを上げずにエネルギー効率の向上を確約するアルゼンチンの特許取得済みレ

ンガ 

 

日付 2022 年 7 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 Revista Comercio y Justicia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://comercioyjusticia.info/opinion/sembrando-propiedad-industrial/ 

タイトル 産業財産権の種まき 

 

日付 2022 年 7 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/sociedad/2022/07/28/dos-argentinos-idearon-un-sistema-
antirrobos-unico-en-el-mundo-puede-detener-un-auto-con-solo-agitar-el-celular/ 

タイトル 2 人のアルゼンチン人が、携帯電話を振るだけで車を止められるという世界でも珍

しい盗難防止システムを考案 
 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

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。  
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