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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.7（2018年 11月分） 

2018年 12月 6 日発行 

日付 2018 年 11 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 La Opcion de Chihuahua ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://laopcion.com.mx/noticia/219635 

タイトル Heineken 社の Amstel Ultra と、Modelo グループの Ultra Michelob 

 

日付 2018 年 11 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 Expansion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/empresas/2018/11/09/el-tequila-de-elon-musk-tropieza-con-el-
regulador-en-mexico 

タイトル イーロン・マスク氏の「テキーラ」がメキシコの規制の壁を超えられず 

 

日付 2018 年 11 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 サイト La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.jornada.com.mx/ultimas/2018/11/11/en-chiapas-exigen-proteccion-a-
tradiciones-de-pueblos-originarios-7031.html 

タイトル インディオ部族の伝統の保護に対するニーズ 

 

日付 2018 年 11 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 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/celebra-impi-25-aniversario?idiom=es 

タイトル IMPI、創立 25 周年を祝福 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、イルデフォンソ・ヴィジャレアル経済局長、ミゲ

ル・マルガイン長官が参加する中で、創立 25 周年の祝賀イベントを行った。同長

官は IMPI の設立経緯について、1993 年の北米自由貿易協定が締結された際に知的

財産権の保護に関する水準を引上げ、協定の要求事項を満たすためにこの分野に特

化した機関の設立が必要であったと説明。以来、メキシコシティの本部に加え、ヌ
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エヴォ・レオン、グアナフアト、プエブラ、ユカタン、ハリスコにあるメキシコ国

内 5 つの地域支部とともにメキシコ全土でその存在感を高め、経済発展における重

要な役割を担ってきたと述べた。現在の執行部体制で最も重要な成果の 1 つとして

は知的財産法の改正が挙げられ、ここでは発明分野の制度変更に加え、新たに地理

的表示の保護規定や音や匂いによる商標登録が認められた。 

 

日付 2018 年 11 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 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/ip-key-america-latina-presenta-en-mexico-la-primera-
semana-de-la-observancia-de-propiedad-intelectual?idiom=es 

タイトル IP Key Latin America、知的財産権遵守に関するメキシコでの最初の週の活動を実施 

要約 11 月 12～16 日の間、欧州委員会の主導で欧州連合知的財産庁（EUIPO）が実施す

る IP Key Latin America 事業では、欧州と南米から専門家を招き、主に模倣品や海賊

版行為に対する知的財産法規の適用における経験やグッドプラクティスなどの交流

を目的とした 3 つのイベントを開催した。メキシコ産業財産庁（IMPI）のミゲル・

マルガイン長官は、知的財産に関する 2 国間もしくは地域間協定を締結する際の主

な課題の 1 つは、各国の異なる社会環境で重みを持つ慣習を前に、いかに関係者全

員のシナジーを発揮したプログラムを導入できるかにあると強調した。さらに、模

倣品・海賊版・脱税行為が引き起こす経済損失に関する調査によれば、これらの行

為の主たる被害者は知的財産を積極的に活用する産業に依存する人々になっている

と指摘。そのため、関係者全員が一丸となり戦略的に知的財産権の保護を訴える意

識向上キャンペーンの実施といった協力活動が必要不可欠であると述べた。IP Key 

Latin America では 2018 年 3 月の開始以来、プロセス改善やプラクティスの整合性

確保の観点で域内各国の産業財産庁を支援することを目的としたイベントがすでに

20 回以上実施されている。 

 

日付 2018 年 11 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 サイト UNO TV ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/presentan-agenda-contra-el-
combate-a-la-piratera-del-proximo-gobierno-228662/ 

タイトル メキシコ大統領への模倣品対策の提案 

 

日付 2018 年 11 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/prensa/firman-acuerdo-impi-y-programa-yancui-para-
fortalecer-cultura-de-la-legalidad-entre-estudiantes-de-educacion-basica-de-
mexico?idiom=es 

タイトル IMPI、Yancui プログラムとメキシコ基礎教育の生徒を対象とした遵法文化の強化に

関する協定を署名 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）と、Yancui リーダーシップ・能力早期特定プログラム
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は、基礎教育課程の児童・青少年を対象に、法令遵守と遵法文化に基づく協業・ビ

ジネス管理能力を開発する活動で協力する旨の協定を締結した。Yancui プログラム

とは、デジタル・データの専門家の知見を通じて、初等・中等課程の生徒一人一人

のリーダーシップや才能の特性を見出そうとする取組み。一方の IMPI は、知的財

産の基礎的な概念を 5～12 歳の児童向けに教える「ポロロのようにクリエイティブ

になろう」（注：ポロロとは韓国の CG アニメシリーズの名称）プログラムを、韓

国特許庁と世界知的所有権機関（WIPO）の協力を得て 2016 年より実施している。

IMPI のミゲル・マルガイン長官は、この協力活動を通じて児童や教育産業の間で知

的財産システムの利用とその利点に関する広報活動が強化されると期待を表明し

た。 

 

日付 2018 年 11 月 26 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/actua-el-impi-a-favor-de-los-derechos-de-propiedad-
intelectual-183095?idiom=es 

タイトル IMPI、知的財産権の保護活動を推進 

要約 次期メキシコシティ市長のクラウジア・シェインバウン氏が発表した同市の新たな

ロゴマークに関し、ロック音楽グループ Neural FX のロゴマークの盗用疑惑がかけ

られ論争となっている件で、メキシコ産業財産庁（IMPI）は、これら画像の類似性

に関する告発や申立てを現時点までに受けていないことから、権利侵害の可能性の

有無に関する声明を出す予定はないとしている。同市のロゴマークの公募で作品が

採用されたヘルナンデス・ルイス氏は、同庁に対し意匠の出願手続きを進めてお

り、さらに国立著作権庁（INDAUTOR）に対しても市役所の機関シンボールマーク

としての登録申請を行なっている。IMPI は他の出願案件と同様に、本件に関しても

知的財産法の規定と関係法令に則った対処をすることになる。 

 

日付 2018 年 11 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-entrega-premios-alumnos-
emprendedores 

タイトル メキシコ国立自治大学、学生起業家を表彰 

 

日付 2018 年 11 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 El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-es-el-segundo-pais-con-mayor-
robo-de-datos-personales-Finccom-20181129-0069.html 

タイトル メキシコ、個人情報の盗難件数で世界ワースト 2 位に 
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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。 

 

 

 


