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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.9（2019年 1月分） 

2019年 2月 7日発行 

日付 2019 年 1 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 Diario El Zonda ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diarioelzondasj.com.ar/la-mona-jimenez-debera-afrontar-un-juicio-por-plagio 

タイトル モナ・ジメーネズ氏、盗作疑惑の訴訟の被告に 

 

日付 2019 年 1 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 Los Andes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://losandes.com.ar/article/view?slug=inta-destina-7-millones-a-proyectos-
tecnologicos 

タイトル INTA、技術プロジェクトに 700 万ペソを拠出 

  

日付 2019 年 1 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/general/noticias/rasti-un-juguete-tan-argentino-como-el-mate-y-
tan-vigente-como-la-pasion-por-el 

タイトル マテ茶のようにアルゼンチンらしく、サッカーへの情熱にも似た玩具 Rasti 

要約 プラスチック製の組み立てブロック玩具 Rasti は、1965 年にアルゼンチンで生産が

開始され、親子らの心を掴んで離さない存在となった。この玩具の生産販売を行っ

ているジルマレ一家の経営する会社は、現在従業員 85 名を抱える。同社による

と、屋内で一人で遊ぶ子供が増えれば増えるほど、相手と交渉をしたり、組織を作

るなどして人間関係を構築する中で他者との共感を得るための社会ルールを学ぶチ

ャンスが失われているという。その点に関しては、ブロック玩具は、親子が共に遊

ぶ時間を作り出し、創造性と想像力を豊かにできることから、Rasti に与えられた新

たな課題として捉えていると述べている。 
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日付 2019 年 1 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 サイト Clarin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarin.com/sociedad/cumplen-50-anos-muerte-roberto-noble-fundador-
diario-clarin_0_2Kw6bh8f9.html 

タイトル Clarín 紙の創業者ロベルト・ノブリの死から 50 年 

 

日付 2019 年 1 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/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 件は次のとおりとなった。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）。 

 

日付 2019 年 1 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/general/noticias/la-argentina-satellogic-lanzara-90-satelites-al-
espacio-con-ayuda-de-china 

タイトル Satellogic 社、中国の協力を得て 90 基の衛星を打上げ 

要約 アルゼンチンの Satellogic 社と中国の宇宙航空企業であるグレートウォール

（CGWIC）社は、地球の周回軌道への 90 個のマイクロ衛星群の打上げに関する協

定に署名した。Satellogic 社は、高解像度の地表の撮像を行なう衛星を製造・運用

し、農家が気象の推移を監視したり、作物の生産性向上を改善するのに有益な情報

を生成する。これらの画像は、エネルギー会社が事故発生の恐れがある箇所や供給

網内の漏洩地点を特定したり、保険会社が自然災害の影響範囲を確認するのに役立

てることができる。 

 

日付 2019 年 1 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/general/noticias/aclaracion-circular-032018-anp 

タイトル 国家特許管理部 2018 年付回章第 3 号に関する補足 

要約 国家特許管理部（ANP）の 2018 年付回章第 3 号の A 項に定められた規定「同管理
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部は CD もしくは DVD のような電子媒体による申請を以後受け付けない」との記述

について、一部の特許文書においてはスキャンされるページ容量が問題となり、そ

の解決策を導入すべく対応を進めているところであるが、その間の一時的措置とし

て、磁気記録媒体（USB メモリ、CD または DVD）による申請を受け付けている。

なお提出時には、アルゼンチン産業財産庁（INPI）の受付窓口にてデータが記録さ

れたメディアを受領、申請フォームをスキャンし、電子登録システムにメディア上

のデジタルファイルを登録後、当該メディアは INPI としては受け取らずに申請者に

返却することとなる。 

 

日付 2019 年 1 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/general/noticias/se-juntaban-tomar-mate-en-el-rio-y-crearon-una-
reposera-portatil-con-la-que 

タイトル 川辺でマテ茶を飲む仲間が持ち運び可能な寝椅子を創作し、年間 800 万ペソを売上 

要約 ブエノスアイレス大学の意匠学科の 3 人の仲間が、いつも川辺でマテ茶を飲むのを

きっかけに、Chilly のブランド名で持ち運び可能な寝椅子を制作した。当初は、

2010 年の母の日に向けて 10 脚を生産するに留まったが、同年のクリスマスには

100 脚以上を生産するなど人気商品となった。2018 年には、年間 800 万ペソを売り

上げている。Chilly は現在、バッグやアクセサリーなどにも製品の幅を広げ、生

産・労働省よりグッドデザインラベルを受賞するなど評価を受けている。ウルグア

イ向けに 3 度の輸出実績もある。 

 

日付 2019 年 1 月 21 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 Registrado ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diarioregistrado.com/sociedad/adrian-suar-posee-la-propiedad-intelectual-y-
comercial-de--femicidios--y--no-es-no-_a5c463687e734eb631728d461 

タイトル 「フェミサイド」「いいえはいいえ」の表現の知的財産と商業利用 

 

日付 2019 年 1 月 21 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 Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/2212897-una-empresa-semillas-lanza-variedad-soja-pero 

タイトル 種苗会社が大豆の新品種を発売するも、アルゼンチンでの販売を忌避 

 

日付 2019 年 1 月 22 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/un-argentino-creo-un-mate-electronico-para-que-
la-yerba-no-se-lave-ni-se-enfrie 
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タイトル アルゼンチン人が、マテ茶の葉の劣化・冷却を防ぐ電子マテ茶容器を発明 

要約 USB ポートに接続可能な電子マテ茶容器を、アルゼンチン人のパブロ・ダミアン・

ガレーゴ氏が考案した。これにより容器が加熱され、理想的な温度と同氏が説明す

る 60 度より少し高い温度にマテ茶の葉が保たれるという。マテ茶が劣化しにくく

なるため、長時間にわたりマテ茶を楽しむことができるようになる。同氏は、7 ヶ

月前に最初の試作機を完成させ、政府の科学技術・生産イノベーション局が毎年開

催するスタートアップや起業家を集めて開催される展示会 Innovar での展示も行な

った。 

 

日付 2019 年 1 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 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-mejor-invento-de-latinoamerica-es-argentino 

タイトル ロタウィルスが引き起こす症状を緩和する発明が PROSUR 発明特許コンクールで第

1 位に  

要約 国立農牧畜技術財団（INTA）が開発し、生産・労働省が管轄するアルゼンチン産業

財産庁（INPI）に特許として登録されたロタウィルス予防技術が、2018 年度の第 1

回 PROSUR 発明特許コンクールの最優秀賞に輝いた。過去 5 年間に行われた南米地

域で最も優秀な発明案件を表彰するもの。審査員らは、ロタウィルスが引き起こす

症状を緩和することにより、南米の貧しい子供たちが健康的に生活できるようにな

るという点で非常に重要なプロジェクトであったとして、全会一致で最優秀賞に決

定した。世界中で年間 50 万人以上の子供がこの病気が原因で命を落としていると

いう。この発明は、ロタウィルスの変異種を無効化できるラクダ科の動物が持つ抗

体の一種を改良したもの。研究チームは、5 歳以下の幼児が下痢症状を予防できる

ように、この添加剤を含んだ乳製品の発売を目指している。 

 

日付 2019 年 1 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/general/noticias/comunicado-0 

タイトル 重要：オンライン手続きのデジタル化について 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は、システム登録を行った利用者を対象として、

手続き関連の新たな措置に関するオンラインによる通知を開始した。これらの通知

は、あくまでシステムに対する適応を容易にすることを目的とした情報提供を主と

したもので、法的な有効性をもつものではない。現時点では、従来からの手続き

（証明書、官報掲示、商標・特許官報、認証書等）に関する通知に限定されている

ものの、本年 3 月以降には、電子システムの通知に関しても公式に開始することを

見込んでいる。 
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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。 

 


