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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.7（2018年 11月分） 

2018年 12月 6 日発行 

日付 2018 年 11 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 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/sero-electric-como-funciona-el-primer-auto-electrico-
argentino 

タイトル Sero Electric 社：アルゼンチン最初の電気自動車はどのようなものか 

要約 Sero Electric 社は、アルゼンチンで最初の電気自動車の生産を行なっている。同社

の電気自動車は 2 人乗りで、最高速度は 50km/h。この電気自動車は、同社の小さ

な工場で 8 年前に開発を始めたもので、アルゼンチン国内製の部品比率は 85%にな

る。また、携帯電話やパソコン等と同様に家庭用コンセントを用いて、約 5 時間で

バッテリーを充電することが可能。創業者のパブロ・ナヤ氏は、都市部を移動する

ための乗り物であることから高速道路の走行はできないと説明する。同社の次の挑

戦は、特許を取得し国内全土を走行できるようにすることであり、2018 年末まで

の実現を目指す。車体価格は 32～35 万ペソ。 

 

日付 2018 年 11 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/noticias/tecnologia-hb4-aumenta-la-tolerancia-de-las-plantas-en-
periodos-de-sequia 

タイトル HB4 技術、乾季の植物の耐久性を向上 

要約 11 月 15 日、ペルガミノ市にて、遺伝子技術 HB4 に関する「小麦の歴史を変える出

来事、あなたはその先頭に立っている」と題した会合が開催される。国立科学技術

研究評議会（Coincet）の研究員が発見したこの HB4 技術は、生産性に影響を与え

ることなく植物をストレス状況に適応させるもので、乾燥耐性が向上することによ

り大幅な生産性の向上をもたらす。この技術を伴った乾燥耐性のある大豆は、すで

に数週間前に市場に投入されている。しかし小麦については、国立農牧畜バイオ技

術諮問委員会（CONABIA）と国立保健食品品質サービス（SENASA）からは容認する

見解を得られているものの、このような性質を備えた小麦を発売する世界初の国と

なることへの商業面での影響を検討している全国農牧畜市場部の判断を待っている

状況にある。 
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日付 2018 年 11 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/noticias/dos-amigos-de-la-infancia-revolucionan-el-mercado-de-
los-relojes-y-facturan-mas-de-10 

タイトル 腕時計市場に革命を起こし、1 千万ペソ以上を売り上げる幼なじみの 2 人組 

要約 幼尐期からお互いを知るエンジニアのフアン・ホセ・マラ氏とデザイナーのフェリ

ペ・ルイス氏は、1980～1995 年の間に生まれたミレニアム世代をターゲットとし

た低価格でデザイン性を備えた腕時計ブランド Ábaco を展開する。2 人は、固定費

を削減し外部委託を大幅に活用するビジネスモデルを策定。中国メーカーへの発注

を開始する。しかしそこには代わり映えのない製品しか見当たらなかった。1 万 5

千ドルの初期投資を投じ、今年初めに 2 人は中国・深センのメーカー5 社を訪問。

デザインを改善させ、製品のカスタマイズを行った。現在最も人気があるのは、

MVMT・Daniel Wellington のような欧州や米国で人気のある「高級だが廉価な」ブ

ランドに似せた、ミニマリストなデザインの製品となっている。 

 

日付 2018 年 11 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/noticias/si-una-organizacion-no-se-esta-haciendo-tiempo-para-
innovar-entonces-es-probable-que-se 

タイトル 「組織がイノベーションのために時間を割かないならば、その組織は恐らく消滅す

る」 

要約 11 月 8 日、アルゼンチン主要企業の CEO、CFO が、ブエノスアイレス市内で開催さ

れるイベント BA NEXT に参加する。HSBC 銀行とシンギュラリティ大学が共催する

この会合は、世界中の専門家らが経験を共有し、世界のイノベーションで何が起き

ているかを話し合い、そしてビジネスの将来に関する視点を提供するもの。講演者

の 1 人で、組織やリーダーの開発を専門とする Be Courageous 社の創業者であり

CEO、またシンギュラリティ大学の教授でもあるキール・ヘルマンス氏は、「イノ

ベーションとは適応する勇気を持ち、変化の時に成功することである」と説明して

いる。いかなる組織であっても、不可能と考えられたり想像の及ばないような点に

到達する能力は持っているもので、その達成のためには、組織が日常の業務と同時

に、変化に対応するための時間の両方を効率的に管理できるようになっていなけれ

ばならないという。 

 

日付 2018 年 11 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/comunicado 

タイトル INPI のサービス利用者の皆さまへ 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）の運営管理に関する 2018 年付通達第 1 号は申請手

続きの様式要件を統一することを定めるもので、商標・特許官報でも公布されてい

る。この通達自体は発効するものの、INPI では 2018 年 12 月の最終営業日までは従
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来の手続きに基づく申請を受け付けることを知的財産関係の職員団体や利用者一般

に対し通知する。この通達に従った申請手続きに統一する時期は延長されたが、

INPI の運営やサービスの改善につながる施策であるため、INPI のサービス利用者に

おいては新しい通達に基づいた手続き方法をなるべく早期に採用することを推奨す

る。2019 年 1 月の最初の営業日より延期することなく、この通達に定められた手

続き要件が適用される。 

 

日付 2018 年 11 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 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-ideas-argentinas-semifinalistas-en-un-concurso-para-
cambiar-el-mundo 

タイトル 「世界を変えるために」コンクールで準決勝に進んだアルゼンチン発の 2 つのアイ

デア 

要約 History Channel が主催する「世界を変えるためのアイデア」コンクールの準決勝

は、アルゼンチン発の 2 つのプロジェクトの間で争われた。これらは、血圧・温

度・湿度センサーのデータをスマートフォン上で確認できるようにすることによ

り、糖尿病患者の潰瘍の形成と足の切断を予防するためのスマート・モデルである

Ebers と、児童がん患者向けに遊び心あるかつらの制作プロジェクトである Criando 

Luz であった。Ebers のモデルは、試験的にブエノスアイレス市やコルドバ市の病院

で導入されており、日々収集されるデータによって担当医が患者の状況をより的確

に把握できるようになった。コルドバ国立大学（UNC）出身でこの設計者である、

バイオ医学エンジニアのファクンド・ノジャ氏によると、医師らはテストの結果に

満足しており、センサーやデザインの改良に協力を申し出てきているという。 

 

日付 2018 年 11 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 La Gaceta Salta ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lagacetasalta.com.ar/nota/114128/rural/g20-argentina-esta-retrasada-
proteccion-derechos-propiedad-intelectual.html 

タイトル G20:  アルゼンチン、知的財産権の保護で後退 

 

日付 2018 年 11 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 Diario 26 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diario26.com/260058--trump-extendera-su-estadia-en-la-argentina-tendra-
reunion-ultra-secreta-con-xi-jinping 
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日付 2018 年 11 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 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/comunicacion-oficial 

タイトル 2018 年付 INPI 決議第 301 号に関する通告 

要約 先進 20 カ国首脳会議（G20）の開催に合わせ、2018 年 11 月 30 日をブエノスアイ

レス自治市の祝日と規定した 2018 年 10 月 29 日付政令第 967 号を受け、アルゼン

チン産業財産庁（INPI）は、11 月 29 日を期限とするすべての手続きについて、翌

営業日まで期限を延長することを通告する。なお、11 月 30 日を期限とする分につ

いてはこれを延長しないものとする。 

 

日付 2018 年 11 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 Portal Ambito.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/postergaron-el-tratamiento-la-ley-semillas-n5002402 

タイトル 種子法の議会審議に遅れ 
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