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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.2（2018年 6月分） 

2018年 7月 13 日発行 

日付 2018 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/salud-un-invento-argentino-busca-entrar-en-la-
historia-de-la-obstetricia 

タイトル 医療：助産術の歴史に加わろうとしているあるアルゼンチンの発明 

要約 2005 年、ラヌス市の機械技師のホルヘ・オドン氏は、空のガラス瓶の中に入った

コルク栓を除去するのにプラスチック袋を使うのと同じ方法に基づいた助産手法を

開発した。彼はこのアイデアを、ノルベルト・キリーノ医学・臨床研究センター

（Cemic）に持ち込んだ。そこで設計が始められ、そして世界保健機関（WHO）の

承認を受けるに至った。この「オドン」は、第 2 分娩期（子宮口の全開から誕生ま

で）が安全と考えられる時間より長く続くか、もしくはその状態で何らかの困難な

状態に置かれた女性の経膣出産を容易にするために考案された道具である。オドン

には使用や適用が容易という技術的特長がある。経済的かつ使い捨てが可能なた

め、帝王切開や鉗子分娩の実施が難しい、十分な設備の行き届かない多くの地域で

の使用を可能としている。特許ライセンス権は Becton Dickinson 製薬社が保有して

いる。 

 

日付 2018 年 6 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/reconocimiento-internacional-un-medico-
argentino 

タイトル 国際的に認知されたあるアルゼンチン医師 

要約 生産省のフランシスコ・カブレラ大臣は、アルゼンチン小児科医で複層式血圧計を

発明した医師のリカルド・ロドリゲス・アランシーヴァ氏に、世界知的所有権機関

（WIPO）の勲章を授与した。アルゼンチン産業財産庁（INPI）のダマーゾ・パルド

長官も出席した授与式の席上、アランシーヴァ氏は、患者の異なる腕の大きさに対

応できる仕組みにより血圧を正確に計測できる自身の発明品の機能について、詳細

に説明した。 
 

 



Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 2 

 

日付 2018 年 6 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/marcas/noticias/marcas-resolucion-inpi-ndeg-14418 

タイトル 商標：2018 年付 INPI 決議第 144 号 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）の 2018 年付決議第 144 号は、2018 年付 INPI 決議

第 P-101 号第 1 条について、2018 年 6 月 12 日より 3 ヶ月間、もしくは異議申立て

の行政解決手順の実際の規則化までの間、さらに商標法第 16 条の新たな規定によ

り創設されたシステムの実質的な導入を可能とする情報・サービスへの課金・運用

システムへの統合や連携が行わるまでの間の延期を定めた。 
 

日付 2018 年 6 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/jueces-de-la-aiej-se-asesoran-sobre-los-cambios-
en-las-leyes-de-propiedad 

タイトル AIEJ の判事らが産業財産法令の変更に関する提言を行なう 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）のダマーゾ・パルド長官並びにトーマス・アラン

ブル副長官は 6 月 14 日、同庁本部にて、司法研究・交流学会（AIEJ）の判事と代表

者からなる一団の訪問を受けた。会合では、2018 年付緊急重要政令（DNU）第 27

号・法令第 27444 号（未公布）の主要な改正点の中でも、特に異議申立ての新たな

仕組みにおける手順の多岐にわたる変更点について説明が行われた。これらの新た

な変更点は、利用者の便益の点で手順の簡素化するためのものとして行われている

ことも強調された。 
 

日付 2018 年 6 月 19 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/noticias/la-argentina-plevo-toma-la-posta-de-bluesmart-y-
presenta-una-valija-conectada-aprobada 

タイトル アルゼンチン系 Plevo 社、Bluesmart 社に代わって機内持ち込み可能なスマートトラ

ンクを発表 

要約 Mar del Plata 市の Plebo 社は昨年、同じくアルゼンチン国籍の BlueSmart 社のように

GPS、Bluetooth、内蔵重量計など多くの機能を搭載したコネクタブル（インテリジ

ェント）トランクを発表した。しかし、両社はトランクに内蔵されているバッテリ

ーを取り外し可能なタイプでなければ機内持ち込みを禁止するとの米国航空会社の

規定変更のせいで当初の計画は狂ってしまった。Bluesmart 社は前述の規則への対

応ができずに昨年 5 月、Travelpro 社に買収された。一方で Plevo 社はもともと柔軟

な対応を見込んだ設計であり、かつバッグ必要な認証も取得していることから内蔵

技術を盛り込んだ製品の販売を継続している。また、同トランクは衣服にシワを寄

らせない仕組みを有している（149 カ国で特許取得済）。 
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日付 2018 年 6 月 19 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/el-empresario-que-quiere-crear-un-vaca-muerta-
de-cerezas-pero-no-consigue 

タイトル Vaca Muerta 地方でさくらんぼ生産に従事する労働者が不足 

要約 2011 年よりネウケン県の Vaca Muerta 盆地はパタゴニアにおいて潜在的な天然資源

の地として知られるようになった。この地域で生鮮さくらんぼを生産している

Vista Alegre 社は、隣国チリと競合しつつ、アジアで高まっているさくらんぼの需要

に対応すべく活動の強化にあたっている。「我々は中国との植物検疫協定を締結す

るのに 5 年間もの努力を続けてきた。この協定は現在 3 億 2 千万人、5 年後には 6

億 5 千万人ともいわれるヨーロッパの人口に匹敵した世界の中流・上流層の巨大市

場に参入することを可能にする」と同社の共同経営者でマネージャーのカルロス・

エンリケスは語る。Vista Alegre 社は、昨年 6500 万ドルの売上を記録しており、

2021 年には 2 億 8 千万ドルの売り上げを見込んでいる。現在 60 名の従業員ほか、

500 名の一時雇用者を雇用している。同氏は、労働力の確保が困難であり、労働文

化を見直す必要があると説明する。 
 

日付 2018 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 El Litoral ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ellitoral.com/index.php/id_um/173396-el-embajador-suizo-en-argentina-
reconocio-interes-en-participar-de-licitaciones-declaraciones-politica.html 

タイトル 在アルゼンチン・スイス大使、入札に参加する「関心」を認める 
 

日付 2018 年 6 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/la-historia-del-alfajor-cordobes-que-tiene-casi-
100-anos-y-nunca-paso-por-un 

タイトル およそ 100 年の歴史を誇るコルドバ市のアルファホール 

要約 アルゼンチンのお菓子の代名詞ともいえるアルファホールは年間一人当たりの消費

が 1 キログラムとされている大変人気があるお菓子である。市場には供給が広く行

き渡り、種類も多様化するなど拡大を続けている。そのような中、キオスコで販売

されない伝統的かつ手作りブランドは、販売拡大を図るべく独自の戦略を採ってい

る。サンタフェ県、マル・デル・プラタ市に並び、コルドバ県はアルファホール生

産の長い歴史を有している。同県で 94 年間もアルファホール生産活動を続けてい

る Estancia el Rosario は国内最古のワイン農家でもある。一般的にアルゼンチン人は

アルファホールと聞けば練乳とチョコレートのお菓子を自動的に連想してしまう

が、この Estancia el Rosario では当初のオリジナル・レシピ、同じ工場でずっと生

産・包装されている。今年から料理人のジュリアナ・ロペス・マイ氏と協力のも

と、2 種類の塩味のグルメ・ビスケット（ローズマリーやミックスナッツ入りのパ
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ルメザンチーズ味）など様々な商品を作り出している。 
 

日付 2018 年 6 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 アルゼンチン産業財産庁 (INPI) ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.inpi.gob.ar/general/noticias/adn-emprendedor-juego-limpio-la-formula-para-
competir-con-las-multis 

タイトル 多国籍企業と競合するためにはフェアプレー 

要約 清掃用製品メーカーで中小企業の Ecovita 社は、清掃用品 Unilever 、

Procter&Gamble、Clorox、SC Johnson、Alicorp 社といった多国籍巨大企業との直接的

な競争にさらされている。2001 年に兄弟で同社を設立したフリアン・メリコヴス

キー氏は、巨額のマーケティング・広告予算を有する伝統企業に囲まれる中で注目

され、生き残るための公式は「口コミ」によるマーケティング戦略にあるとしてい

る。サン・マルチン市の同社工場では、70 種類を超す清掃用品が製造され、年間

売上 2 億ドル。同氏によると、ビジネスの成功は 5 つのポイントに集約されるとい

う。①製品に注力せよ：最も効果的な広告媒体は製品そのものである。②成長を求

め続けよ：20 年にも満たない期間に、同社は様々な浮き沈みを経験した。③常に

向き合え：製品包装には、消費者がいつでも連絡が取れるようにフリアン氏自身の

WhatsApp（携帯電話を使用した瞬間メッセージツール）番号が記載されている。④

先入観を打破せよ：価格の大幅な低減を実現すべく常に努力する。⑤「運」を侮る

な。 
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