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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.5（2018年 9月分） 

2018年 10月 5 日発行 

日付 2018 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 サイト Diario de Queretaro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariodequeretaro.com.mx/finanzas/analizaran-temas-del-tlcan-en-
seminario-sobre-propiedad-intelectual-1965716.html 

タイトル 知的財産セミナーにて NAFTA 問題が検討テーマに 

 

日付 2018 年 9 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 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/prensa/impi-buap-y-gobierno-del-estado-de-puebla-inauguran-
la-decimo-tercera-edicion?idiom=es 

タイトル 第 13 回となる Expo Ingenio 2018 会議が開幕 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）が主催する Expo Ingenio 会議が、9 月 11, 12 日の 2 日

間にわたり、プエブラ州政府及びプエブラ自治大学（BUAP）の共催の元、同大学

を会場として開催される。本イベントは国内外の知的財産分野で活躍する様々な機

関が一堂に会するもので、戦略的、あるいはビジネス・テクニカルなパートナーを

見出す機会となる。Expo Ingenio は 2014～2018 年の間、国内で 12 回開催され、合

計 16,511 名もの参加者を得ている。IMPI のミゲル・マルガイン長官は開会式に

て、知的財産システムの中でも特に重要なユーザである BUAP のキャンパスに IMPI

として出席することは光栄であると述べ、同大学が特許出願数で国内トップ 10 の

教育機関に入っていることから、知的財文化の醸成とイノベーションの保護を推し

進める役割を BUAP が果たしていることを称賛した。 

 

日付 2018 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 サイト El Sol de Puebla ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldepuebla.com.mx/local/la-buap-es-sede-de-la-expo-ingenio-2018-por-
primera-vez-1989521.html 

タイトル BUAP 大学が初めて Expo Ingenio 会議の会場に 
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日付 2018 年 9 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 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/prensa/premian-a-ganadores-del-tercer-concurso-de-cartel-
universitario-por-un-mexico-original?idiom=es 

タイトル 第 3 回大学生ポスターコンクール「メキシコオリジナルのために」の授賞式を開催 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）が主催する第 3 回「メキシコオリジナルであること」

大学生ポスターコンクールの授賞式が、9 月 13 日、メキシコシティーにて開催さ

れた。このコンクールは、知的財産の保護、相互を尊敬する文化の定着、登録され

た商標で保護された製品を使用することの重要性の訴求を目的として開催されたも

の。第 3 回となる今回は、全国の公立・私立大学で学ぶ 18～24 歳の学生 389 人か

らの応募を得た。メキシコ知的財産権保護協会（AMPPI）、メキシコ製薬研究産業

協会（AMIFF）、BAR Productions、Business Software Alliance、Mexicanitos al Grito、

Motion Picture Association が協賛し、審査員を務めた。上位 3 位の入賞者が表彰され

たほか、創造性、メッセージの伝達、Facebook 上の人気という特別賞も授与され

た。IMPI 長官は授賞式の席上、知的財産システムの適切な利用に関する意識付けや

知識の獲得につながる戦略的な活動やプログラムを継続することの重要性について

述べた。 

 

日付 2018 年 9 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 サイト El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://verne.elpais.com/verne/2018/09/14/mexico/1536880659_261738.html 

タイトル 商標「CDMX」を使わなくなることでメキシコの首都は何を失うのか？ 

 

日付 2018 年 9 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 国立事業家財団（INADEM） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.inadem.gob.mx/agenda/simposio-internacional-de-propiedad-intelectual-
empresipmx/ 

タイトル 国際知的財産シンポジウム EMPRESIP MX を開催 

要約 「イノベーション、創造性からビジネスへ」をテーマとして行われる国際知的財産

シンポジウム Empresip Mx が、9 月 27～29 日にシナロア州マサトラン市で開催され

る。企業家、事業家、企業インキュベーター、企業や政府の支出を削減できる技術

の開発に焦点を当て、国内外の専門家らの講演に加えて国内・州内・市内の企業が

参加する大規模な展示会も併設され、製品やサービスに関する情報交換や経験交流

が可能となる。新市場、将来的な顧客・サプライヤーを知る機会となるだけでな

く、参加者同士のネットワーキングにも最適の場に。 
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日付 2018 年 9 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 サイト Expansión ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/economia/2018/09/17/el-nuevo-tlcan-va-duro-contra-pirateria-en-
aduanas 

タイトル 税関での模倣品対策を図る新たな NAFTA 

 

日付 2018 年 9 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 El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/a-la-sombra-alejandro-diaz-de-leon-
2018605.html 

タイトル コラム：影に隠れて－アレハンドロ・ジアス・デ・レオン 

 

日付 2018 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 El Sol de Mazatlan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.pressreader.com/mexico/el-sol-de-mazatlan/20180928/281668255907338 

タイトル 特許出願の促進を目的とし、第 2 回国際知的財産シンポジウム Empresip MX が開幕 

 

日付 2018 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/quebec-lacteos-y-presion-de-eu-retrasan-negociacion-del-
tlcan-con-canada/ 

タイトル ケベック州選挙、乳製品、米国の圧力がカナダとの NAFTA 交渉を遅らせる 
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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。 

 


