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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.13（2019 年 5月分） 

2019年 6月 7日発行 

 

日付 2019 年 5 月 3 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/comunicacion-oficial/noticias/patentes-aceleracion-en-el-estudio-
de-fondo 

タイトル 特許：事前簡易調査の迅速化 

要約 2019 年付決議第 112 号が 30 日以内に発効するのに伴い、アルゼンチン共和国内で

初めて特許を出願する者は、事前簡易調査の迅速化プログラムを活用することがで

きるようになる。これにより、発明特許出願の際の手続きの迅速化、効率性、品質

の向上が図られる。当該決議は、全国特許運用部（ANP）に特許優先審査プログラ

ム（PEP）を創設するもので、アルゼンチン産業財産庁（INPI）のサイト内で参照可

能。 

 

日付 2019 年 5 月 9 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 Grupo La Provincia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.grupolaprovincia.com/economia/impulsan-las-inversiones-de-japon-en-la-
argentina-y-un-mayor-comercio-bilateral-281242 

タイトル アルゼンチンにおける日本からの投資と 2 国間貿易の増加 

 

日付 2019 年 5 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 Ámbito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/actores-profundiza-demanda-millonaria-contra-youtube-
n5030988 

タイトル 演者らが Youtube に対する高額請求訴訟を拡大 
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日付 2019 年 5 月 14 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/disenos-y-modelos-industriales-
desburocratizacion-y-simplificacion 

タイトル 意匠と実用新案：煩雑な手続きの簡素化 

要約 国の生産開発と煩雑な手続きの簡素化を定めた 1963 年付政令法第 6,673 号の規則

を定める 2019 年付大統領令第 353 号が、5 月 14 日付の官報上で公布された。利用

者の費用負担を軽減、新たな電子的な管理ツールを採用することによるデジタル化

された手続きの提供、手続きに要する時間を短縮することを目的とする。これによ

り、意匠または実用新案の出願を、INPI に出向くことなく国内のどこからでも行え

るようになる。出願に際しての具体的な手続きは、デジタル出願用の申請フォーマ

ットに記入の上、携帯電話等で撮影された工業製品・手工芸品の写真を送ることで

完了する。 

 

日付 2019 年 5 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 サイト Notícias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://noticias.perfil.com/2019/05/15/robo-3-0-lo-que-hay-detras-de-la-pirateria-online/ 

タイトル ロボティクス 3.0：オンライン海賊版の裏には何があるのか 

 

日付 2019 年 5 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 サイト Total News ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.totalnews.com.ar/index.php/nacionales/19-politica/69203-para-el-
embajador-de-eeuu-las-relacion-con-argentina-esta-en-su-mejor-momento-en-decadas 

タイトル 米国大使、アルゼンチンとの関係は「ここ数十年で最も良好」と述べる 

 

日付 2019 年 5 月 16 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 Info Blanco Sobre Negro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://infoblancosobrenegro.com/noticias/24492-la-facultad-de-agronomia-de-la-plata-es-
la-primera-en-oponerse-a-la-nueva-ley-de-semillas 

タイトル ラプラタ大学農学部、関連学部としては初めて新種子法への反対意見を表明 
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日付 2019 年 5 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 サイト Telam ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.telam.com.ar/notas/201905/360393-destacan-las-condiciones-de-la-
argentina-para-ser-un-polo-productivo-de-bioinsumos.html 

タイトル アルゼンチンがバイオ原料の生産中核国となるための条件 

 

日付 2019 年 5 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 サイト La Nacion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/como-nacen-ideas-como-patentarlas-que-tan-
nid2248933 

タイトル アイデアはどのように生まれ、どのように特許化され、そしてその盗用もどれだけ

一般的か 

 

 

 

 

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。 

 


