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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.17（2019 年 9月分） 

2019年 10月 8 日発行 

日付 2019 年 9 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/general/noticias/pph-integracion-al-mundo-mas-simple 

タイトル PPH ─ 世界とのつながりをもっと簡単に  

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）のダマゾ・パルド長官は 9 月 2 日、中国国家知識

産権局（CNIPA）との PPH パイロット事業の実施に関する協定締結を行なったと発

表した。同長官は「INPI と CNIPA の間には、2016 年 10 月に協力に関する覚書を締

結して以来、複数の技術協力協定を結んでおり、すでに長い歴史が築かれている」

と説明した。本 PPH 事業は、海外におけるアルゼンチンの産業財産権の保護を加速

させる新たな国際協定の 1 つとなる。INPI は 2016 年以降、日本、米国、デンマー

ク、及び 13 の PROSUR 諸国（アルゼンチン・ブラジル・チリ・コロンビア・エク

アドル・パラグアイ・ペルー・ウルグアイ・コスタリカ・エルサルバドル・ニカラ

グア・パナマ・ドミニカ共和国）との PPH 協定を締結している。 

 

日付 2019 年 9 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/general/noticias/distancia-arranca-el-curso-de-agentes-con-el-dl-
601 

タイトル 産業財産代理人向け遠隔講習 DL 601 を開講 

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）としては初の試みとなる遠隔講習 DL 601 が、世界

知的所有権機関（WIPO）のプラットフォーム上で、産業財産代理人 120 名を対象

に開講した。INPI と WIPO により特別に共同で開発されたこの講習は、全体で 2 期

からなる講習の最初のパートに相当するもの。DL 601 は、アルゼンチンの将来の産

業財産代理人の訓練を強化するために設計されており、受講者にとってより網羅さ

れた学術的見地からの理解を深められるだけでなく、世界的水準のトレーニングと

産業財産分野へのアプローチに基づくツールが提供される。受講者は 2 ヶ月間にわ

たって自らの将来の職業に関わるトピックを集中的に学習し、そして他の受講者と

も経験を共有し議論することが可能となる。遠隔講習は 13 のモジュールと最終試

験から構成されている。この試験への合格は、アルゼンチン産業財産協会の技能試

験を受験するための必須条件となる。修了後には、産業財産権や技術移転契約の登

録・更新・移転手続きや特許出願の管理を、個人や企業に立ち代わり実施する代理
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人として登録されることが認められるようになる。 

 

日付 2019 年 9 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 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/seminario-pct 

タイトル PCT セミナー 国内イノベーションの奨励と促進 

要約 国会にて 9 月 5 日、下院議員、州政府機関関係者、さらに研究者・発明者・企業家

らからなる特許協力協定（PCT）への批准支持者の間で、対話と協議を行なう会合

が開催された。この会合は、国内のイノベーション政策の促進や知識の輸出を支援

するツールとしての PCT 協定の重要性を示し、明確にすることを目的として開催さ

れたもの。会合では、アルゼンチンの企業家や発明者らがイノベーションを国外で

保護する際、国内と同等の条件のもとで実現できる環境整備が必要不可欠であると

の意見が優勢だった。セミナーのモデレータを務めたパブロ・トネリ下院議員は、

開会に際して PCT の重要性を指摘しつつ、協定への賛成・反対のいずれの意見にも

耳を傾ける必要があるとコメント。続いてアルゼンチン産業財産庁のダマゾ・パル

ド長官は、今年成立した知識経済法と最近合意に達したメルコスル・EU 間の FTA

協定は重要な進歩であるものの、特許出願手続きの迅速化とその経済性の観点から

は、PCT 協定こそ導入が必要不可欠な制度であると述べた。自由貿易に関する司

法・政府評議会のヤコボ・コヘン・イマチ副議長、INPI コンサルタントのパブロ・

パス氏、農業企業家で Los Grobo グループを率いるグスターボ・グロボコパテル

氏、及びカルメン・ポレド下院議員も同様の意見を表明した。 

 

日付 2019 年 9 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 Misiones Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://misionesonline.net/2019/09/09/capacitaran-la-propiedad-intelectual-la-actividad-
academica-cientifica-tecnologica-polo-tic-misiones/ 

タイトル ミシオネス州の科学情報技術センターにて、学術・科学技術活動における産業財産

分野の人材育成講習を実施 

 

日付 2019 年 9 月 10 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 Prensa Latina ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=304290&SEO=comienza-en-argentina-
congreso-de-semillas-de-las-americas 

タイトル 米州種子会議がアルゼンチンで開幕 
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日付 2019 年 9 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/direccion-nacional-de-marcas-nuevos-dias-de-
atencion-al-publico 

タイトル 全国商標管理局－営業日の変更について 

要約 全国政府が導入した営業時間短縮プログラムに基づき、アルゼンチン産業財産庁

（INPI）は一般向けの手続きや対応の迅速化を図るべく、人員の配置転換を行な

う。これに伴い、全国商標管理局では 2019 年 10 月 1 日以降、対面もしくは電話に

よる対応を毎週月・水・金曜日に行なうこととなる。なお、INPI の電話相談窓口

（0800-222-4674）における対応は従来と同じ営業日・時間帯で引き続き実施され

る。今回の変更に伴い、担当部局では商標登録・更新手続きが確実かつ迅速に実施

されるように手続きを見直す必要に迫られている。出願された商標に関する手続き

は、Web 手続きポータルにていつでも実施することが可能。なお営業日が休日とな

る場合には、一般対応は翌営業日に実施される。 

 

日付 2019 年 9 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 サイト El Ciudadano ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elciudadanoweb.com/curso-sobre-pirateria-y-desarrollo-en-la-facultad-libre/ 

タイトル Faculdad Libre、模倣品と開発に関する講習会を開催  

 

日付 2019 年 9 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/economia/marcelo-elizondoel-pais-tiene-baja-participacion-
en-las-cadenas-globales-de-valor-nid2290945 

タイトル マルセロ・エリゾンド氏、グローバル・バリューチェーンへのアルゼンチンの参画

度が低いと語る 

 

日付 2019 年 9 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 Plataformas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://plataformas.news/regulacion/nota/jornadas2019-enacom-y-certal-tuvieron-como-
eje-la-pirateria 

タイトル 全国通信団体と通信規制研究センター、模倣品対策の活動を軸に据える  
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日付 2019 年 9 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 Cointelegraph ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://es.cointelegraph.com/news/argentina-the-sharp-shark-project-for-content-
protection-won-the-startup-competition-at-the-connection-conference 

タイトル The Connection Conference にて、コンテンツ保護を実現する Sharp Shark 事業が最優

秀スタートアップに 

 

日付 2019 年 9 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/comunicacion-oficial/noticias/wipo-das-servicio-de-acceso-digital-
de-la-ompi 

タイトル WIPO のデジタルアクセスサービス「WIPO DAS」  

要約 アルゼンチン産業財産庁（INPI）は 2019 年 10 月 1 日より、他国の産業財産庁に提

出された優先権書類へのアクセス権を有する機関となり、2020 年 3 月 2 日から

は、世界知的所有権機関（WIPO）のデジタルアクセスサービス（DAS）協定の枠組

みに参加する他国の産業財産庁に出願された優先権書類へのアクセスが可能な機関

となる。DAS とは、この枠組みに参加する産業財産庁間で優先権書類などを安全に

交換できるようにする電子システムである。この枠組みに参加することで、アルゼ

ンチンは世界に開かれた国として、研究者や研究機関が自身の出願内容に簡単にア

クセスすることができるようなオープンな国の 1 つとなる。このシステムの導入以

前には、出願希望者らは自国の産業財産庁からコピー認証を取得し、それを他国の

産業財産庁に送付する必要があった。 
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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。 

 


