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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.10（2019年 2月分） 

2019年 3月 13 日発行 

日付 2019 年 2 月 7 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/entrega-impi-primeros-titulos-de-registro-de-marcas-
olfativas-sonoras-e-imagen-comercial?idiom=es 

タイトル IMPI、匂い・音・コマーシャル画像からなる初の商標登録を実施 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、非伝統的商標としては初となる匂い・音・コマー

シャル画像からなる商標を付与した。これらは産業財産法の改正に伴い新たに設け

られた種類の商標である。同庁のフアン・ロザロ長官は、竹の匂いを伴う塗料に対

する匂い商標、像型の 3 つの部品からなる装飾花瓶のコマーシャル画像、バニラや

さくらんぼの香りのする小麦粉を原料とした練り菓子に対する匂い商標、スプーン

が 3 回コーヒーカップに当たる音の商標のそれぞれの出願者らに対し、記念式典で

商標の付与を行なった。 

 

日付 2019 年 2 月 7 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 https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/te-acuerdas-olor-de-la-plastilina-play-doh-
mexico-lo-reconoce-como-marca 

タイトル Play-Doh の匂いを覚えている？メキシコが匂い商標を付与 

 

日付 2019 年 2 月 7 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 El Indiependente de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/propone-comprar-tecnologia-mexicana/ 

タイトル メキシコ発の技術を調達する提案 
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日付 2019 年 2 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/deportes/fox-networks-encabeza-lucha-transmisiones-
deportivas-ilegales 

タイトル Fox Networks、違法スポーツ中継の配信の撲滅を主導 

 

日付 2019 年 2 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 Eje Central ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.ejecentral.com.mx/mexico-22-50-paises-evaluacion-propiedad-intelectual/ 

タイトル メキシコ、産業財産環境評価で 50 カ国中 22 位に 

 

日付 2019 年 2 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 サイト El Financeiro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/inicia-registro-de-marcas-no-
tradicionales-en-el-pais 

タイトル 国内で非伝統的商標の登録を開始 

 

日付 2019 年 2 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/el-impi-y-la-sedec-tabasco-impulsaran-la-proteccion-y-
comercializacion-de-productos-regionales-para-generar-desarrollo-incluyente-
190892?idiom=es 

タイトル IMPI、タバスコ州経済開発局と包括的経済成長へ向け地域産品の販売・保護を促進 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、タバスコ州経済開発・競争力局（SEDEC）と共同

で、タバスコ州内の包括的な経済成長を目的として、タバスコ産バナナなどの特産

品の販売・保護活動を推進する。また IMPI は、フリハルヴァ・カカオの生産者ら

向けに、原産地名称登録の恩恵を受けるための支援ツールを提供する。タバスコ州

はメキシコ国内で最初のカカオ生産地であり、その品質や伝統はフリハルヴァ・カ

カオとして知られ、原産地名称としての地理的表示も獲得している。 

 

日付 2019 年 2 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/20/videojuegos-industria-de-32-mil-mdp-
en-mexico-8052.html 

タイトル 320 億ペソのメキシコ・ビデオゲーム産業 
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日付 2019 年 2 月 22 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/estrechan-impi-y-oaxaca-lazos-de-colaboracion-en-
favor-del-desarrollo-economico-incluyente?idiom=es 

タイトル IMPI、包括的経済開発へ向けオアハカ州と協力  

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ長官は、オアハカ州政府及び地元生

産者の代表者らとの会合を行なった。同長官は、地域産品の保護と流通を強化し包

括的な経済開発を促進するためにも、IMPI と州政府が共に努力しシナジーを発揮し

ていくことが優先事項であると表明。さらに 25 の自治体からなるプルマ・ヒダル

ゴ地方のコーヒー生産者や、原産地名称で保護されている蒸留酒メスカルの生産者

らとの会合に参加。特に後者は、世界 60 カ国に輸出され、2018 年に 38 億 6900 万

ペソ相当の経済効果を同州にもたらしたとされており、17,000 人の直接雇用と

75,000 人の間接雇用の創出につながっている。 

 

日付 2019 年 2 月 22 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 AM de Queretaro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://amqueretaro.com/mexico/2019/02/22/sergio-mayer-quiere-mejorar-marco-legal-
sobre-propiedad-intelectual/ 

タイトル セルジオ・マイエル議員、知的財産関連の法的枠組みの改善を求める 

 

日付 2019 年 2 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 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/brasil-reconoce-la-denominacion-de-origen-
tequila?idiom=es 

タイトル ブラジル、テキーラの原産地名称を認める 

要約 ブラジル政府がテキーラの原産地名称を認識したことで、両国間の通商関係で新た

なチャンスが到来しつつある。ブラジルは、11 年間に及ぶ検討・テクニカルワー

クや交渉を経て、テキーラを原産地名称として認識し保護する国々の仲間入りを果

たすこととなった。この認定により、メキシコ政府はテキーラの国内産業を不正競

争から保護することを確約できると同時に、ブラジルの消費者には、オリジナルの

高品質かつ無毒の製品を購入しているという安心感を提供することにもなる。ま

た、多様性に富んだ経済やイノベーション、包括的な経済開発を促進する両国の絆

の深まりも意味するものであると言える。 
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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。 

 


