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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.1（2018年 5月分） 

2018年 6月 12 日発行 

日付 2018 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 メキシコ産業財産庁（IMPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gob.mx/impi/es/prensa/impi-y-comecyt-impulsan-cultura-de-la-
innovacion?idiom=es 

タイトル IMPI、COMECyT とイノベーション文化を促進 

要約 メキシコにおける産業財産文化の促進を目的として、メキシコ産業財産庁（IMPI）

とメキシコ科学技術評議会（COMECyT）は、協力協定を更新した。この協定によ

り、IMPI と COMECyT は産業財産分野での活動促進と広報に取組み、イノベーショ

ンを奨励すると同時に科学技術の進展に貢献する。またこれに伴い、生産・社会部

門と科学研究センターとの連携も強化される。この協定は、専門家らによる知に関

する文化を広めることを目的としたセミナー・講習会・ワークショップの開催を通

じて、発明に対する技術的サポートを実施する IMPI の使命の達成を強化するも

の。COMECyT コミュニティーにおける無形資産の創出と保護を奨励していく。 
 

日付 2018 年 5 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 El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/opinion/TLC-2.0-Estados-Unidos-exige-Mexico-resiste-
20180510-0186.html 

タイトル NAFTA 2.0: 米国のニーズとメキシコの抵抗 
 

日付 2018 年 5 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 サイト El Diario de Juarez ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://diario.mx/Nacional/2018-05-12_4b7ec0b2/mexico-ocupa-sexto-lugar-en-venta-de-
medicina-ilegal/ 

タイトル メキシコ、違法医薬品の販売で 6 位となる 
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日付 2018 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 La Razón ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.razon.com.mx/artesania-de-olinala-representa-a-mexico-en-reunion-de-
propiedad-intelectual-en-suiza/ 

タイトル オリナラの手工芸品がスイスにおける知的財産会合にて紹介される 
 

日付 2018 年 5 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 メキシコ産業財産庁（IMPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gob.mx/impi/es/prensa/se-publican-en-el-dof-las-nuevas-reformas-a-ley-de-
propiedad-industrial-lpi?idiom=es 

タイトル 産業財産法の改正内容が公布される 

要約 商標に関する産業財産法（LPI）に対する改正・追加事項が、2018 年 5 月 18 日付の

連邦官報（DOF）に公布された。この改正によって商標の概念が改められることと

なる。例えば今後は、名称、文字、番号、図形要素、色彩の組合せや、ホログラ

フ、三次元形状により構成される商標が認められる。この改正により、産業財産シ

ステムの利用者にとって商標を登録する場面が拡大するだけでなく、表現豊かな商

標を登録できる可能性が開けることになる。これらの改正はまた、異議申し立てシ

ステムの強化に関係する点も包括したものであり、明確な誤記を修正するための登

録内容や公示タイトルの変更も可能としている。当該法令は、連邦官報公布後 60

日以内に発効することとなっている。法令の全文は次のリンクから参照可能：
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5523102&fecha=18/05/2018 

 

日付 2018 年 5 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 Global Voices ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://globalvoices.org/2018/05/24/mexicos-new-copyright-law-allows-censorship-of-
online-content-rights-advocates-warn/ 

タイトル メキシコの新著作権法はオンラインコンテンツの検閲を可能にすると権利団体が警

告 
 

日付 2018 年 5 月 27 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 Sol de Hidalgo  ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/diputada-impulsa-participacion-femenina-en-la-
ciencia 

タイトル 下院議員、科学分野への女性の進出を訴える 
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日付 2018 年 5 月 31 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 メキシコ産業財産庁（IMPI） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.gob.mx/impi/es/prensa/ompi-e-inpi-argentina-albergan-reunion-regional-en-
materia-de-propiedad-industrial-y-agencias-de-exportacion 

タイトル WIPO とアルゼンチン INPI が産業財産と輸出促進機関の会合を開催 

要約 2018 年 5 月 29, 30 日、アルゼンチン・ブエノスアイレスにて、「ラテンアメリカ

諸国の産業財産庁及び輸出投資促進機関代表者らによる世界知的所有権機関

（WIPO）地域会合」が開催され、メキシコ産業財産庁（IMPI）長官がこれに参加し

た。WIPO とアルゼンチン産業財産庁（INPI）が主催した本イベントでは、国際市場

への参画ツールとして産業財産が活用されることを促進し、海外投資に有利な環境

を整備するため、域内の企業環境に産業財産を導入する際の最適な方法が協議・検

討された。IMPI は、ブラジルとコロンビアの産業財産庁長官とともに「2016 年サ

ンタマルタ会合における合意に沿った産業財産庁及び輸出促進機関間の実務的協力

活動に関する提案の紹介及び協議」と題したワークセッションを主宰。ここでは、

共同で知財研修事業を実施するために、各機関活動の支援ツールとして知的財産利

用を特定する重要性が指摘された。この会合ではまた、「経済通商の開放政策：知

的財産の戦略的重要性」、「決定と輸出政策：通商統計と知的財産の重要性」、

「輸出中小企業向けサービスとプログラム：知的財産の国際システムに関する情

報」などのテーマについても話し合われた。 
 

 

メキシコ知的財産ニュース（月報）はメキシコ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。 

 


