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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.13（2019 年 5月分） 

2019 年 6月 7日発行 

 

日付 2019 年 5 月 1 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/cartera/galardonan-expertos-en-derecho-autoral-y-
propiedad-industrial 

タイトル 著作権・産業財産分野の専門家の表彰 

 

日付 2019 年 5 月 2 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/economia/2019/05/02/10-metas-economicas-plan-nacional-de-
desarrollo-2019-2024 

タイトル 国家開発計画 2019-2024 における 6%成長目標と 10 の経済目標 

 

日付 2019 年 5 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 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-promotor-de-la-innovacion?idiom=es 

タイトル イノベーションのプロモータとしての IMPI 

要約 世界知的所有権の日の記念行事の一環として、メキシコ産業財産庁（IMPI）のフア

ン・ロザノ長官は、第 7 回出願発明特許コンテストの表彰式に出席した。国立メキ

シコ自治大学（UNAM）の研究者らが 2018 年に出願した特許を対象としたもの。産

業財産権がイノベーションにもたらすことのできる権利保護のメリットについて、

メキシコの発明者に身近に感じてもらうことを開催目的としており、IMPI はこうし

たイベントの成果として、包括的な経済開発と国の福祉において教育機関がより重

要な役割を果たせるようになることを期待している。IMPI と UNAM は、共同で実

施する特許・イノベーション促進プログラムを通じて、幅広い産業分野において革

新的製品を生み出すためのシナジーを発揮できる戦略的な活動を行っている。 
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日付 2019 年 5 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/propiedad-intelectual-y-deporte-innovacion-con-
beneficio-social?idiom=es 

タイトル 産業財産とスポーツ：社会に利益をもたらすイノベーション 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）が今年度のテーマにスポーツを据えた世界知的所有

権の日の一環で行われた記念イベントの席上で、メキシコ産業財産庁（IMPI）のフ

アン・ロザノ長官は、スポーツ分野においてメキシコの企業が果たす革新的な貢献

や商標の存在は重要であるとの認識を示した。メキシコの事業家やイノベーターに

対して向き合う IMPI は、スポーツ分野の相談やオリエンテーションを行なうため

の専用のメールアドレスを用いたバーチャル窓口を開設し、同庁の提供するツール

の更新や強化に努めている。WIPO が世界的に実施する取組みに合わせ、IMPI は国

際市場でメキシコが提供できる製品・サービスの見本を示し、スポーツ振興におい

て産業財産権が果たす役割がいかに大切なものであるかの広報活動を強化した。 

 

日付 2019 年 5 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 Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/impi-abre-ventanilla-electronica-para-registro-
de-marcas-deportivas/ 

タイトル IMPI、スポーツ関連出願のための電子窓口を開設 

 

日付 2019 年 5 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 20 Minutos ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.20minutos.com.mx/noticia/514662/0/expertos-analizan-relacion-entre-
deporte-y-propiedad-intelectual/ 

タイトル 専門家らがスポーツと産業財産の関連について協議  

 

日付 2019 年 5 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 サイト El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/estados/Jalisco-es-el-segundo-estado-con-mas-
patentes-e-invenciones-de-Mexico-20190519-0028.html 

タイトル ハリスコ州はメキシコの発明特許出願数で 2 位に 
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日付 2019 年 5 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 El Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/opinion/impi-revisa-derechos-de-croc/ 

タイトル IMPI、ある企業家に有利な法的決定をめぐり商標 CROC の権利を見直し 

 

日付 2019 年 5 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 CC News ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://news.culturacolectiva.com/mexico/impulsaran-ley-para-proteger-los-disenos-del-
arte-indigena/ 

タイトル インディオ芸術の意匠保護を推進する法令 

 

日付 2019 年 5 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 Heraldo de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ue-y-mexico-fortaleceran-indicacion-geografica-
y-denominacion-de-origen-de-productos-mexicanos/ 

タイトル EU とメキシコがメキシコ製品の地理的表示と原産地名称を強化 
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