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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.9（2019年 1月分） 

2019年 2月 7日発行 

日付 2019 年 1 月 5 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 E&N ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.estrategiaynegocios.net/empresasymanagement/1247409-330/coca-cola-
podr%C3%ADa-pagar-hasta-us345-m-por-un-caso-de-propiedad-intelectual 

タイトル コカ・コーラ、知的財産関連の係争で 3 億 4500 万ドルの支払いを命じられる可能

性 

 

日付 2019 年 1 月 6 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/mexico/sociedad/origen-historia-marca-registrada-
me-canso-ganso-explotar-frase-amlo-amlove-presidente-2883912.html 

タイトル 「Me canso ganso」が早くも商標登録される 

 

日付 2019 年 1 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 Sol de Toluca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/destaca-biotecnologia-y-quimica-en-patentes-
universitarias-barrera-diaz-2892631.html 

タイトル 大学が取得する特許で、バイオテクノロジーと化学分野が際立つ 

 

日付 2019 年 1 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 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/el-impi-por-un-desarrollo-economico-
incluyente?idiom=es 

タイトル IMPI、包括的経済の発展へ向けて 

要約 ユカタン企業家精神財団における記者会見の席で、メキシコ産業財産庁（IMPI）の

フアン・ロザノ・トヴァル長官は包括的で多様性を指向した新たな戦略を同庁が採
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用することによって、若者・女性・原住民・科学者といった出自の別け隔てなく、

メキシコ国内の生産者や発明者に有益なものとしていきたいと語った。この目標の

達成へ向けて、同庁は、社会の感性、サービスへの注力、目標達成のための世界の

グッドプラクティスに基づく効率性の追求、特許や商標の出願手続きを簡素化する

デジタル処理技術の効率的利用といった施策を、戦略的に導入する。その上で、ユ

ーザーと同庁との関係の改善・緊密化、品質や実効性及び手続きに要する時間とい

った点での改善を目的とした、インタラクティブなチュートリアルによるトレーニ

ング手法の開発、手続きにおいて不必要なステップの廃止を行なっていく。 

 

日付 2019 年 1 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 El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://mexicoxport.com/modificaciones-al-t-mec-podrian-provocar-desabasto-de-
medicinas/ 

タイトル T-Mec（新 NAFTA）上の変更点は医薬品の枯渇をもたらしかねない 

 

日付 2019 年 1 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 Mercado 2.0 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/cuando-conviene-tener-una-estrategia-de-cobranding/ 

タイトル 共同ブランディング戦略に最適なタイミングは？ 

 

日付 2019 年 1 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 El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/economia/Mexico-debe-seguir-la-tendencia-de-
impuesto-digital-expertos-20190117-0113.html 

タイトル メキシコ、デジタル税の傾向に追随する可能性 

 

日付 2019 年 1 月 18 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/promueve-impi-en-jalisco-denominaciones-de-origen-
como-impulsoras-del-desarrollo-economico-incluyente?idiom=es 

タイトル IMPI、包括的経済の発展を推し進めるとしてハリスコ州にて原産地名称の付与を推

進 

要約 ハリスコ州グアダラハラ市への視察に際して、メキシコ産業財産庁（IMPI）のフア

ン・ロザノ・トヴァル長官は、テキーラ規制評議会（CRT）のミゲル・アンジェ

ル・ドミンゲス会長及びラモン・ゴンザレス・フィゲロア執行役員、全国テキーラ

産業協議会（CNIT）のロドルフォ・ゴンザレス会長と会談を行なった。この会合で

同長官は、メキシコを世界的に有名にするまでの代表的な飲み物としてテキーラを
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育て上げた関係団体のたゆまぬ努力を評した。テキーラに対して原産地名称が付与

されたのはメキシコ国内で初めての出来事で、1974 年にまで遡る。同長官はさら

に、ライシージャ促進評議会の代表者とも会合を持ち、2014 年より重ねて申請が

行われている蒸留酒・ライシージャの原産地名称の付与に関する宣誓が連邦官報

（DOF）に掲載されることを伝えた。これは IMPI による申請内容の確認を完了した

ことを意味し、公告後 60 日以内に異議申立てが行われなかった場合には原産地名

称が付与されることになる。 

 

日付 2019 年 1 月 25 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 Processo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.proceso.com.mx/569212/defensores-de-la-propiedad-intelectual-piden-se-
modernice-la-ley-federal-de-derecho-de-autor 

タイトル 知的財産権の専門家らが著作権法の近代化を求める 

 

日付 2019 年 1 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 Toluca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/se-roban-extranjeros-artesanias-mexiquenses-y-
las-patentan-2985563.html 

タイトル 民芸品がメキシコから奪われ、海外で特許化される 
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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。  
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