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アルゼンチン知的財産ニュース(月報)

Vol.58（2023年 2月分） 

2023年 3月 2日発行 

日付 2023 年 1 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 Revista iPropUp ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iproup.com/innovacion/37735-inteligencia-artificial-puede-convivir-la-creatividad-
humana 

タイトル 人工知能と創造性：人間のアーティストとは共存することができるのか？ 

日付 2023 年 1 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 Portal La Capital ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lacapital.com.ar/no-registraste-tu-marca-conoce-la-importancia-hacerlo-hoy-
n10043665.html 

タイトル まだ商標登録していない？今すぐ登録すべきその重要性とは 

日付 2023 年 2 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 Prensa Latina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.prensa-latina.cu/2023/02/07/india-y-argentina-debaten-colaboracion-tecnologica 

タイトル インドとアルゼンチン、技術協力について協議

日付 2023 年 2 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 保健省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/vizzotti-encabezo-un-encuentro-con-la-oms-y-la-industrial-
local-en-el-marco-del-hub-de 

タイトル ビゾッティ保健大臣、mRNA ワクチン製造のための「技術移転センター」に関する WHO と

地元企業との会議を主導  

要約 アルゼンチンのカルラ・ビゾッティ保健大臣は 2 月 7 日、メッセンジャーRNA（mRNA）技

術を用いたアルゼンチン国内の新規ワクチンの研究・開発・生産に関する戦略について分

析することを目的とした、世界保健機関（WHO）、汎米保健機関（PAHO）、医薬品特許プ

ール、国内産業界の会合を主宰した。同大臣は、米州地域の mRNA ワクチン開発センターに
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選ばれたアルゼンチンの植物製薬会社 Sinergium Biotech 社に謝辞を述べた後、国際機関と民

間企業によるこうした共同作業によって、「この地域に向けた高品質な製品の公平な利用

につながる、重要かつ協調した戦略的活動を生み出す」ことができると話した。この会合

で行なわれた情報交換では、新しいワクチンや生物治療薬の開発に向けた、国家的に優先

すべき病原体が特定された。また、生物学的治療薬の製造と将来のパンデミックや医療上

の危機に向けた備えについて、生物学的及び医薬品といった医療的措置へのアクセスに焦

点を置いた、この地域の見通しについても議論された。また、国家医薬品食品医療技術管

理局（ANMAT）の関係者も会議に参加。経験交流や、革新的な mRNA 技術の強化・発展の

必要性が指摘された。さらに、国内・地域・グローバルなシナリオでの知的財産権や自由

な活動についても検討された。今回のミッションは、アメリカ地域でのワクチンへのアク

セスと技術的自立性を向上させ、医薬品・技術・その他の必須の医療サービスの生産を拡

大するために同地域の生産能力の拡大やバリューチェーンの強化に取り組む、PAHO の戦略

の一環として行なわれたもの。 

 

日付 2023 年 2 月 12 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 Derecho em 
Zapatillas 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://www.derechoenzapatillas.com/2023/la-medicina-y-el-derecho-de-patentes/ 

タイトル 医学と特許法 

 

日付 2023 年 2 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 Palabras de Derecho ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://palabrasdelderecho.com.ar/articulo/4104/%EF%BF%BDComo-funciona-el-regimen-
de-Dominio-Publico-Pagante-como-instrumento-de-financiacion-de-las-politicas-publicas-
culturales 

タイトル 文化公共政策の資金調達手段としての「有料パブリック・ドメイン」制度はどのよ

うに機能するのか？ 

 

日付 2023 年 2 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 保健省 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-brasil-vizzotti-llamo-fortalecer-y-desarrollar-las-
capacidades-productivas-de-la-region 

タイトル ビゾッティ保健大臣、地域におけるワクチンや医療用品の生産能力の発展・強化を

呼びかけ 

要約 アルゼンチンのカルラ・ビゾッティ保健大臣は、The Global Sustainable Technology & 

Innovation Community（G-STIC）が主催するラウンドテーブル「全ての人にワクチン

を：公平性、知的財産権、持続可能な開発」に参加した。同イベントは、技術やイ

ノベーションの分野におけるリーダーらが、持続可能な開発目標達成のための戦略

を議論するもので、米州地域では今回初めて開催された。同大臣はスピーチの中

で、この地域において技術開発とワクチン製造の能力を継続的に拡大することが重

要だとした。その上で「事業を進めるためには、様々な国際機関の介入と各国の協
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力が基本であり、その結果、現地生産部門や地域全体に利益をもたらす市場のバラ

ンスをとることができるようになる」と話した。同大臣は、将来の緊急事態への備

えを含め、よりよい世界や地域の医療水準面での成果を達成するためにも、「我々

の地域が、高度に集中した世界のワクチン市場に依存するサイクルを断ち切る必要

がある」と述べた。その際に大臣は、COVID-19 ワクチンの世界的な流通にて見られ

た深刻な不平等性を指摘し、それが米州地域にも深刻な影響を与えたと話した。ま

た、「知的財産を所有する大企業が、非独占的で透明性の高い方法でライセンスを

共有していれば、この地域の国々の既存の能力でワクチン製造を推進する過程を加

速させ、簡素化できたはずだ」と指摘した。さらに、「前臨床試験や臨床試験を通

じてより公平なアクセスを実現し、調達プロセス、国有化、保管、配布の仕組みを

最適化するためにも、国や地域レベルでの研究開発の推進は不可欠である」とし

た。そして最後には、国や地域の戦略的ニーズをマッピングした上で、「供給問題

を解決するために、ブラジルや地域の他の国々と共同行動を実施してきている」と

述べた。   

 

日付 2023 年 2 月 20 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 Periódico Reccion Mayo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.redaccionmayo.com.ar/culturas/como-gestionan-derechos-autor-n12311 

タイトル 著作権はどのように管理されているのか？ 
 

_________________________________________________________________________________________
    

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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