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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.6（2018年 10月分） 

2018年 11月 12日発行 

日付 2018 年 10 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 サイト El Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/opinion/telecom-en-perspectiva-comercio-electronico-y-
propiedad-intelectual-en-el-usmca/ 

タイトル USMCA 交渉における電子商取引と知的財産 

 

日付 2018 年 10 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/prensa/impi-anade-amppi-y-amcham-firman-convenio-de-
colaboracion-en-favor-de-una-cultura-de-legalidad-en-mexico-178159?idiom=es 

タイトル IMPI、ANADE、AMPPI、AMCHAM がメキシコの尊法文化の促進へ向けた協力協定を

締結  

要約 協働により知的財産権の保護を促進し、尊法文化の定着をもたらすバリューチェー

ンとシナジーを生み出すため、メキシコ産業財産庁（IMPI）は全国企業弁護士協

会、弁護士会（ANADE）、メキシコ知的財産保護協会（AMPPI）、在メキシコ米国

商工会議所（AMCHAM）と官民間の協力強化を目的とした協力協定を締結した。こ

の協定は IMPI が押収した模倣品の破壊に関連する活動をこれら団体がフォローす

るための環境整備を目的としたもので、商品の流通販売を回避することを目指すも

の。協定の署名後には「係争における知的財産法の改正に係る検討」をテーマとし

たパネルディスカッションが行われ、専門家の間で知的財産権、商取引上の違反行

為、知的財産法改正、電子商取引の見通しと課題に関する意見が交わされた。 

日付 2018 年 10 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 Excelsior ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.excelsior.com.mx/nacional/los-mexicanos-toman-cada-vez-mas-cerveza-light-
estudio/1270484 

タイトル メキシコでは軽めのビールが好まれるようになっている 
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日付 2018 年 10 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 Expresso ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.expreso.com.mx/seccion/sonora/48381-mexico-esta-entre-los-cinco-paises-
con-mas-marcas-registradas-en-el-mundo-impi.html 

タイトル IMPI、メキシコは商標登録数で世界の上位 5 カ国に入ると述べる 

 

日付 2018 年 10 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 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/sep-impi-firman-convenio-para-creacion-de-58-nuevos-
centros-de-patentamiento-en-universidades?idiom=es 

タイトル IMPI、58 ヶ所の新たな特許センター（CePats）を大学に設置するための協定を SEP

と締結 

要約 国内の高等教育機関で創出されるイノベーションや事業家精神に富んだアイデアの

商業化とインキュベーションの関係緊密化を目的として、公共教育局（SEP）とメ

キシコ産業財産庁（IMPI）は、58 ヶ所の特許センター（CePats）の開設を通じて、

創造的プロセスやその保護に関するトレーニングを実施し、人的資本である教員と

生徒の育成を行なう。SEP の高等教育局ロドルフォ・トゥイラン副局長によると、

CePats 導入の第 1 フェーズでは、知的財産・発明・IT サービス・特許出願書類作

成・商標・CePats の運営方法について、約 100 名の人材を様々な高等教育機関で育

成することができたという。2013～2018 年の間には、国立メキシコ自治大学

（UNAM）で 278 件の特許出願があったほか、国立理工財団（IPN）で 222 件、

CINVESTAV で 167 件、ヌエヴォ・レオン自治大学で 140 件、プエブラ自治大学

（BUAP）で 164 件、モンテレイ技術高等教育財団（ITESM）で 89 件、グアナフア

ト大学で 66 件、メトロポリタン自治大学で 45 件出願され、全体では 1,171 件の出

願につながったと成果を強調した。IMPI のミゲル・ゴンザレス長官は、当初は 21

ヶ所に設置されていた CePats は現在 46 拠点にまで拡大し、さらに今回新たに 58

ヶ所が加わることで全国で合計 104 拠点になり、2012 年比で 395%の増加になると

語った。 

 

日付 2018 年 10 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 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/firman-unam-e-impi-convenio-de-colaboracion-en-
materia-de-propiedad-industrial?idiom=es 

タイトル IMPI、知的財産に関する協力協定を UNAM と締結 

要約 学術分野での知的財産文化の促進と広報活動の継続を目的として、メキシコ産業財

産庁（IMPI）は、メキシコ自治大学（UNAM）と知的財産システムの利用によるメ

リットを促進するための協力協定を締結した。支援ツールの導入や、創作物の保護

に関するオリエンテーション、セミナー、講習会、会合、ワークショップを同大学

の生徒・教員・研究者間で実施することを通じ、知的財産文化の発展・促進と実社
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会における保護件数の増大に双方の機関が努めようとするもの。この協定の締結に

より、コンサル、人材育成活動に加え、IT・特許・意匠・実用新案など知的財産の

保護に関係するテーマ全般に関する研究もアップデートされることで、同大学の特

許センター（Cepat UNAM）の活動も強化される。 

 

日付 2018 年 10 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 Diario Tijuana ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.diariotijuana.info/renueva-uabc-convenio-con-impi/ 

タイトル UBAC、INPI との協力協定を更新 

 

日付 2018 年 10 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 サイト El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.elfinanciero.com.mx/economia/ellos-ven-riesgos-contra-la-libertad-de-
expresion-en-internet-por-articulo-de-t-mec 

タイトル T-MEC 協定の条文に規定されたインターネット上の表現の自由に対するリスク 

 

日付 2018 年 10 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 サイト Zacatecas en Imagen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://imagenzac.com.mx/nota/154664-Debaten-universitarios-sobre-la-propieda 

タイトル 知的財産に関する大学での議論 
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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。 

 

 


