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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.6（2018年 10月分） 

2018年 11月 12日発行 

日付 2018 年 10 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/participa-del-i-concurso-de-inventos-del-prosur 

タイトル 第 1 回 Prosur 地域特許発明コンクール 2018 の開催について 

要約 第 1 回 Prosur 地域特許発明コンクール 2018 では、特許化もしくは実用新案化され

た発明を募集している。選考は 2 段階に分けられており、まず国内の部でアルゼン

チン産業財産庁（INPI）が 3 件までの発明を国内選考する。この 3 件は、続く

Prosur 加盟国の各産業財産庁が選考する発明案件との地域選考フェーズに進むこと

になる。最終的には、Prosur 評価委員会が評点の高い 6 件を選び、さらにこれらを

国際機関関係者からなる外部審査員らが評価し、協議により 1～3 位を決定する。

入賞者らには世界知的所有権機関（WIPO）からメダルが授与されるのに加え、

Prosur から表彰され、この受賞に関して世界に向けて広報される。優勝者は 2019

年に開催される WIPO 国際展示会に招待される。現在、参加申込みを受け付け中

で、希望者は 10 月 19 日（金）15 時までに電子メールにて申込フォームを提出す

る必要がある。 

 

日付 2018 年 10 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 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/shampoo-en-base-un-arbusto-silvestre-argentino-que-se-
convirtio-en-una-esperanza-contra-la 

タイトル アルゼンチンの野生灌木をベースにしたシャンプーが脱毛予防の希望に 

要約 ジャリジャと呼ばれるパパイヤ科の灌木の生薬成分は、原住民の時代からよく知ら

れるものだった。国立科学技術研究評議会（Conicet）の研究者らが 20 年にわたり

研究を行なった結果、抜け毛予防への有効性が科学的に認められた。Conicet はそ

の特許の取得後、Garré Guevara 製薬社に技術を提供。そこで 5 年前からシャンプー

の Ecohair シリーズが生産されている。アルゼンチン国内で研究開発が完結したこ

の製品は、本年 4 月からはオンライン販売を通じ英国に輸出されており、2019 年

半ばまでに 18,000 本、14 万ドル相当の売上を見込む。この製品は、英国の美容産

業で最も権威ある賞の 1 つである英国 Pure Beauty 賞のうち、700 以上の製品が競

う「男性の頭髪の改善のための製品」及び「最良の特別なイノベーション」カテゴ

リーで、頭髪の回復とふけ防止のための PHL-ECOHAIR としてノミネートされてい
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る。Ecohair シリーズがこのような評価を受けたのはこれが初めてではなく、2017

年 2 月には、スイスの皮膚科学会の公式誌である Skin Pharmacology and Physiology

にて、製品の有効性を検証した臨床試験結果について掲載されていたところだっ

た。 

 

日付 2018 年 10 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 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/patricia-urquiola-la-disenadora-de-la-decada-hay-que-
recuperar-los-valores-de-lo-artesanal  

タイトル 10 年に 1 人のデザイナー・パトリシア・ウルキオラ氏「手工芸の持つ価値を見直

すべき」 

要約 イタリア風デザインの家屋で著名な創作ディレクターであり、ミラン大学で建築を

学んだパトリシア・ウルキオラ氏は、デザインの世界的なリファレンスとして

2001 年に開いたアトリエで様々なブランドとのコラボを行なっている。デザイン

に関連し今すぐにでも取り組まなければならないことは何か？との質問に対し、同

氏は技術の進歩の中での手工芸の価値を大いに回復させなければならないと答え

た。モノが持つ物質・非物質面の共存は一層強くなり、そしてそれらに対して我々

も敏感でなければならないという。親しみやすく控えめな彼女は、デザイナーを

「働くシンプルな人」と定義する。その独特で比類ないスタイルは、まるでデザイ

ンの限界をイノベーションのたどる道筋に沿って引き伸ばしていくようである。 

 

日付 2018 年 10 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 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-inpi-100-digital 

タイトル INPI 100%デジタル 

要約 政府は、2018 年付政令第 773 号に基づき、全ての書類申請手続きをオンラインで

実施可能とするデジタル化を進めている。INPI の Web 処理プラットフォームに登

録することで、特許・商標・実用新案・意匠の新規出願書類の送信、申請状況の確

認、異議申し立ての有無の即時確認・場所を選ばないオンラインでの回答の送信、

Red Link・銀行振込・Banelco (PagoMisQuenta)・Rapipago・Pago Fácil などを利用した

申請料の支払いなどが可能となる。手続きに関する通知事項は、出願の時点から

Web 処理システムで確認することが可能となるほか、2018 年 11 月 1 日からはポー

タルサイトが唯一の公式な連絡窓口となる。 
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日付 2018 年 10 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 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/seis-emprendimientos-innovadores-y-sustentables-
ganaron-el-premio-naves-2018 

タイトル 6 つの革新的・持続可能な事業がネーベス賞 2018 を受賞 

要約 ネーベス賞は 1999 年から毎年開催されているビジネスアイデアと新事業のコンテ

ストである。今年は全国から約 800 件の応募があり、14 案件が最終選考に残って

いた。10 月 4 日には「新規事業」「生まれたて企業」「ビジネスアイデア」賞の 3

部門でそれぞれ 1, 2 位となる 6 案件が選ばれ、ブエノスアイレス市内のアウストラ

ル大学のビジネススクールにて表彰式が行われた。各部門で優勝したのは、農業廃

棄物を原料とした包装用バイオ原料を開発した Hongos del Valle 社、高効率な環境

にやさしいオーブンを製造する Econmanos 社、NGO 団体 Saun であった。また各部

門の次点として、Dominguez Lab 社のバイオ技術ラボの獣医分析ユニットである

Cro-Vet、再生可能エネルギー企業の Lader Energy Solar2Build、埋められる包装材を

開発する BePack プロジェクトがそれぞれ受賞した。 

 

日付 2018 年 10 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 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/modelos-y-disenos/noticias/convocatoria-abierta-pymes-d-cierra-
el-25102018 

タイトル PYMES D プログラム参加者の募集を 10 月 25 日まで実施 

要約 中小零細企業とデザイン分野の職業家や組合の連携を図り、企業におけるデザイン

の利用を経済面やノウハウの面で支援する PYMES D プログラムへの参加者の募集

が、10 月 25 日まで行われている。生産労働省の国家デザイン計画の一環で実施さ

れるものであり、申込み受付はオンラインで行われる。 

 

日付 2018 年 10 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 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/un-dispositivo-argentino-que-cierra-heridas-sin-suturas 

タイトル 縫合することなく傷口をふさぐアルゼンチン発の器具 

要約 従来の手術用シールとは異なり皮膚の切開前に固定することによって、術後に傷口

の縫合を不要とし、かつ針を用いないために傷跡を残さずに済む器具 INCLODE を、

アルゼンチンの 3 人の科学者が開発した。この器具は、切開の際に目印として使用

することができる部品が取り付けられたシールとなっており、補助器具を利用する

ことで切開部分の拡大をしたり、術後に傷口をふさぐことを可能にする。通常の縫

合では 15～20 分を要するのに対し、この器具を用いるとわずか数秒で処置が済む

ため、手術室での時間を大幅に削減することにもつながる。この技術は最近、政府

の科学技術・生産性イノベーション局、在アルゼンチン・イスラエル大使館、スラ

エル・アルゼンチン商業会議所が共催した Israel Innovation Award で表彰された。こ

れにより開発した研究者らがイスラエルを訪問し、20 ヶ国以上のビジネス関係者
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の前で開発品や技術力をアピールし、戦略パートナーを探すことが可能となってい

る。 

 

日付 2018 年 10 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/venden-productos-para-bebes-por-internet-y-esperan-
facturar-5-millones 

タイトル 5 百万ドルの売上を見込む幼児向け製品のオンライン販売 

要約 アルゼンチンにて、3 人のフランス人が乳幼児向け製品を定期的に宅配するオンラ

イン販売サイトを開設した。この 3 人は駐在員同士の会合で知り合い、共に事業を

起こすことを決断。親になった同年代の友人らが子育てをする上でデジタルツール

に頼っている点にチャンスを見出した。昨年 9 月、赤ちゃん向けのバスグッズや消

耗品を毎月宅配するオンライン販売サイト Bambox を開設。利用者はそれぞれの好

みでキットを組み立て買い物かごに入れる商品を決めていくことができるが、同時

にこのサイトではオムツの量や新生児向けローションなど、赤ちゃんの体重に応じ

て提案する機能を有する。 

 

日付 2018 年 10 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/paso-firme-el-emprendimiento-de-plantillas-que-
conquista-la-region 

タイトル 着実な一歩：周辺国でも成功を収める靴底製作の起業家 

要約 ブエノスアイレス市のマル・チキータ地区で、体育教師でもある若い母親と整形外

科技師の夫が育んだ事業のアイデアは、デザインと色彩に凝ったうえで健康にも気

を配った、新素材を用いた手作りの靴底であった。2002 年に Mundo Template 社の

活動が始まると、これらの特徴が市場で受け入れられる要因となり、ゆっくりとで

はあるが着実に事業は成長した。生産は最小限であったが、2010 年に月間 10 足分

というまとまった注文を受けるようになると、わずか 2 年の間に月間数百足分にま

で販売が拡大した。自社のサイトに隣国ウルグアイからの引き合いも寄せられるよ

うになると、多くの小企業の経営者がそうであるように輸出手続きに詳しくない同

氏らは手探りで個人輸出を行なった。これが新たな成長のきっかけとなり、現在は

ウルグアイ・パラグアイ・ボリビアに生産の 40%を輸出するようになっている。 

 

日付 2018 年 10 月 25 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/el-mit-eligio-dos-start-ups-argentinas-entre-las-mejores-
de-la-region 

タイトル MIT、南米地域の優秀スタートアップとしてアルゼンチンから 2 社を選出 

要約 マサチューセッツ工科大学（MIT）とブエノスアイレス工科大学（ITBA）は、100K 
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Latam イベントにて、ラテンアメリカ地域の優秀なスタートアップとしてアルゼン

チンから 2 社を選出した。主に製薬会社の実験用に培養皮膚を印刷する Webio 社

と、心理療法士による診断を補助するために患者が話す際の韻律を計算するアプリ

を開発した Sigmind 社が表彰されたもので、2 社はそれぞれ 1 万ドル、3 千ドルの

賞金を受け取った。賞金 5 万 5 千ドル最優秀賞には、静的・動的なドローンで構成

される高密度のネットワークから大気の品質をモニタリングするペルーの qAlra 社

が輝いた。 

 

日付 2018 年 10 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/noticias/dos-proyectos-de-investigadores-argentinos-de-la-uba-
fueron-premiados-por-google 

タイトル ブエノスアイレス大学の研究者らによる 2 つの研究案件が Google より表彰される 

要約 Google 社は 10 月 26 日、ブラジル・ベロオリゾンテ市にて、南米地域で行われた科

学研究案件 26 件を表彰した。アルゼンチン・ブラジル・コロンビア・メキシコ・

ペルーの修士・博士号の学生らがラテンアメリカ研究賞（LARA）を受けたもの。表

彰案件の中には、「英語の発音を実践するためのバーチャル・チュートリアル」及

び「開発中のアンドロイド・アプリ向けのマルチオブジェクト型テストケース生成

ツール Evolutiz」の研究を行なったブエノスアイレス大学の 2 案件も含まれた。こ

れらの研究活動は、幼少期の言語学習やアンドロイド用アプリ開発の際に発生する

状況を代替的に解決する方法を提供することを目的としたもの。なおこの授賞式で

ブラジルは、疾病診断、フェイクニュース、自動化住宅、モバイル通信支援型農

業、気候変動、複雑系数理モデルなどに関する研究案件で、最多の 17 の表彰を受

けている。 

 

日付 2018 年 10 月 30 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/patentes/noticias/postulantes-seleccionados-en-la-fase-nacional-
del-premio-prosur 

タイトル Prosur 特許発明コンクールの国内選考フェーズ採択案件について 

要約 第 1 回 Prosur 地域特許発明コンクール 2018 に向けた国内選考フェーズで、アルゼ

ンチン産業財産庁（INPI）が採択した 3 件は次の通りとなった。国立農業技術研究

所（INTA）の「VHH ドメイン二量体 Anti-VP6」（特許番号 AR062123B1）、ホル

ヘ・エルネスト氏の「抽出にバッグ及びアプライヤを用いた空洞に存在する要素の

抽出装置」（特許番号 AR081564B1）、国立原子力エネルギー委員会（CNEA）及び

国立科学技術研究評議会（CONICET）の「頭髪マイクロ粘度計」（特許番号

AR082130B1）。  
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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。 

 

 


