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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.8（2018年 12月分） 

2019年 1月 9日発行 

日付 2018 年 12 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 Imparcial.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elimparcial.com/Nacional/2018/12/03/1392034-Heredan-a-AMLO-
pendientes-en-agro.html 

タイトル 新政府、農業分野のペンディング事項を引き継ぐ 

 

日付 2018 年 12 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 Cronica.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1103639.html 

タイトル UNAM 大学、学術関係者向けの特許出願ガイドブックを公表 

 

日付 2018 年 12 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 Infobae ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/mexico/2018/12/11/mariguanol-la-popular-pomada-
de-marihuana-ya-es-marca-registrada-y-pasara-del-comercio-ilegal-a-farmacias-y-
supermercados/ 

タイトル すでに商標化された大衆向け大麻ポマード「Mariguanol」、違法市場から薬局へ進

出 

 

日付 2018 年 12 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 国家科学技術評議会（Conacyt） ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://conacytprensa.mx/index.php/tecnologia/materiales/25142-materiales-tetra-pak-
reciclado 

タイトル 学生らが紙パック再生素材を開発 

要約 リサイクルによる環境保護の新たな選択肢として、国立メキシコ技術財団

（Tecnm）の生産工学の学生らが、紙パックとポリプロピレンを原料とした工業設
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備・モジュール・家具などに使用可能な高耐久性の素材を開発した。Tecnm の広報

担当であるマリア・ブランカ・べセラ・ロドリゲス博士によると、すでに 1 社がこ

の素材を工業設備に利用することに関心を示しているという。次のステップとし

て、メキシコ産業財産庁（IMPI）への出願と、工業生産が可能な水準に到達するこ

とを掲げる。このプロジェクトは、ケレタロ州科学技術評議会（Concyteq）の基金

による資金援助を受けている。 

 

日付 2018 年 12 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/la-secretaria-de-economia-dio-posesion-a-juan-lozano-
tovar-como-director-general-del-impi-185102?idiom=es 

タイトル 経済局長、フアン・ロザノ・トヴァル氏を IMPI 長官に任命 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）の経営評議会会長を務めるグラシエラ・マルケス・コ

リン経済局長は、同庁のミゲル・アンジェル・マルガイン長官の後任となる新長官

に、フアン・ロザノ・トヴァル氏を任命した。同氏は、イベロアメリカ大学法学部

を卒業後、Pemex Fertilizantes 社総務部長、メキシコ社会保障院（IMSS）社会福祉・

経済局部長、内務省国民局移民サービス補佐コーディネイター、国家移民局広報官

を歴任した。 

 

日付 2018 年 12 月 20 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 Herald de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/orbe/japon-echa-ojo-a-trenes/ 

タイトル 日本、新政府のプロジェクトに期待を寄せる 

 

日付 2018 年 12 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 Sputnik ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mundo.sputniknews.com/sociedad/201812241084359081-flor-mexico-eeuu-
disputa-pelea-recuperar-cultura-naturaleza/ 

タイトル 米国の所有物となり、メキシコが取り戻そうと争う花 

 

日付 2018 年 12 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 Eje Central ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ejecentral.com.mx/van-89-4-mil-mdp-para-tecnologia-en-2019/ 

タイトル 894 億ペソが 2019 年の技術投資に向けられる 
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日付 2018 年 12 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 サイト Vanguardia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://vanguardia.com.mx/articulo/cientifico-mexicano-innova-en-la-produccion-de-
espumas-metalicas 

タイトル メキシコの科学者が多孔質金属の生産に革新をもたらす 

 

日付 2018 年 12 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 サイト Opportimes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.opportimes.com/el-t-mec-impacta-a-las-aduanas-de-mexico/ 

タイトル T-MEC 協定、メキシコ税関に影響を与える 

 

 

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。 


