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アルゼンチン知的財産ニュース(月報) 

Vol.23（2020 年 3 月分） 

2020 年 4 月 28 日発行 

日付 2020 年 3 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 サイト El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresario-argentino-apela-a-
nacionalismo-para-invertir-en-el-pais-20200303-0016.html 

タイトル アルゼンチンの経営者、ナショナリズムを支持し国内投資を行なう 

 

日付 2020 年 3 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 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/negocios-las-empresas-esperan-alberto-
fernandez-le-nid2339226 

タイトル 民間企業、アルベルト・フェルナンデス大統領がクリスティーナ・キチネル氏以上の強権を発揮する

ことに期待 

 

日付 2020 年 3 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 サイト Clarin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarin.com/opinion/mercosur-limbo_0_emEStR6C.html 

タイトル 崖っぷちのメルコスル 
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日付 2020 年 3 月 8 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/en-busca-de-una-igualdad-de-generos-en-todos-
los-ambitos-representativos-del-ser-humano 

タイトル 人類活動の様々な分野、そしてイノベーション分野での性同一性の平等を求めて  

要約 長年にわたり、女性たちは自身が排除されてきた地位への参加や自身のリーダーシップを主張す

るための闘いに挑んできた。性別も性同一性も、社会的・職業的排除の根拠とはなり得ない。

国際女性デーのこの日、アルゼンチン産業財産庁（INPI）は産業財産を過去に生み出し、ある

いは現在それに取り組んでいたり、または出願した女性を称える取組みを開始する。イノベーショ

ンや産業財産の分野には、技術上・機能上の様々な課題を解決することに成功した女性科学

者、発明家、起業家が歴史上常に存在した。さらに、工業製品の品質を改善したり、形態や機

能、消費者による利用方法を定義し、信頼を重ねてきている。今年は、自らの産業財産権で歴

史を作り、今も作り続け、そしてこれからも作り上げていく女性に対し、女性月間として敬意を表

する。旧来の制度には未だ多くの障害があるものの、女性の声に耳を傾け、産業財産分野で道

を切り拓いていく姿勢を見せることで、ポジティブな影響を与えていくことが可能となる。 

 

日付 2020 年 3 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 https://www.argentina.gob.ar/noticias/mirta-fasci-pionera-en-el-mundo-de-la-pi 

タイトル 産業財産分野のパイオニア、ミルタ・ファッシ氏 

要約 2015 年に他界したミルタ・ファッシ氏は、様々な用途で利用可能な相互接続のできるモジュラー

コンテナーの発明者で、ペットボトルの再利用と、それに伴う環境汚染の低減を実現した。本発

明は 2000 年に実用新案を取得。1997 年にアルゼンチン発明家協会、革新的女性の会、アル

ゼンチン産業財産庁（INPI）が共催した全国発明コンテストで優勝した。世界知的所有権機

関（WIPO）が主催する世界発明家連盟コンクールでも、優勝を飾っている。同氏は産業財産

分野で女性らへの道を開いた先駆者であり、ラテンアメリカ地域の女性として環境保護団体や

WIPOの創造性地域ワークショップのコーディネーターも努めた。2000年以前からすでに、プラスチッ

クボトルの廃棄は世界的な問題であると主張していた。既存のものを活用して提案できる解決

策として、同氏はプラスチックボトルをレンガとして使用することを提案。砂やセメントを詰めればボ

トルを加工することなく使うことができ、さらにそれらを互いに接着する必要がない点にも着目した

ものだった。同氏の発明は現在、プラスチックによって引き起こされる甚大な環境影響を軽減する

のに役立っている。 
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日付 2020 年 3 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 El Cronista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronista.com/apertura-negocio/empresas/Sebastien-Delarive-Crisis-como-la-
del-coronavirus-ponen-a-prueba-la-capacidad-de-respuesta-de-la-industria-farmaceutica-
20200315-0003.html 

タイトル セバスチャン・デラリーヴェ氏、新型コロナウイルス危機は製薬業界の対処能力を試している 

 

日付 2020 年 3 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 I Professional ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iprofesional.com/actualidad/311575-coronavirus-productores-de-bioetanol-
donaran-para-hacer-de-alcohol-en-gel 

タイトル バイオエタノール生産者らが 15 万リットルをアルコール・ジェル生産用に寄付 

 

日付 2020 年 3 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 サイトMotor 16 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.motor16.com/noticias/nissan-simplifica-logos-futuro/ 

タイトル 日産、今後使用するロゴマークを簡素化 

 

日付 2020 年 3 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 Arena ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.laarena.com.ar/la_pampa-desarrollan-respirador-de-bajo-costo-2104439-
163.html 

タイトル パンパス地方の専門家らが安価な人工呼吸器を開発 

 

 

 



 
 

4 

Copyright©2020 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

日付 2020 年 3 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 Ambito ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ambito.com/negocios/software/el-catalogo-soluciones-tecnologicas-las-
pymes-n5091763 

タイトル 中小企業向けの技術ソリューションカタログ 

 

 

 

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。 

 

 


