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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.15（2019 年 7月分） 

2019年 8月 12 日発行 

日付 2019 年 7 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 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-protege-a-la-raicilla-como-denominacion-de-
origen-207026?idiom=es 

タイトル  IMPI、蒸留酒「Raicilla（ライシーヤ）」を原産地名称として保護 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、リュウゼツランを原料とした蒸留酒「Raicilla（ラ

イシーヤ）」を原産地名称として保護することを発表した。これは現政権下で行わ

れた初めての原産地名称の付与となった。IMPI はこのようにして、独特で伝統に基

づいた国内の様々な地域の産品を包括した経済発展を推し進めていく。同飲料の原

産地名称の保護は、メキシコ・ライシーヤ推進評議会が要請をしていたもの。ハリ

スコ州とナイアリト州の 17 の市でライシーヤを生産する 80 以上の生産者が、この

原産地名称の保護による直接の恩恵を受けることとなる。この蒸留酒に備わる品

質・伝統・独自性が認識されることによって、メキシコ国内外の市場での流通が一

層促進されることとなる。現在、メキシコ国内には 16 件の原産地名称が存在し、

そのうち飲料にはテキーラ、メスカル、ソトル、バカノーラ、チャランダなどがあ

る。 

 

日付 2019 年 7 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 Ordenador Politico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ordenadorpolitico.com/abre-comecyt-convocatoria-para-el-10-premio-de-
periodismo/ 

タイトル 第 10 回メキシコ科学技術評議会報道大賞への参加募集について 

 

日付 2019 年 7 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/cientificos-mexicanos-logran-patentar-nueva-variedad-de-
chile-habanero/ 

タイトル メキシコの科学者がハバネロの新品種の権利化に成功 
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日付 2019 年 7 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 Notimex ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://ntrzacatecas.com/2019/07/03/inicia-senado-analisis-de-iniciativa-de-proteccion-al-
maiz/ 

タイトル 上院議会、トウモロコシを保護する施策を検討 

 

日付 2019 年 7 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 El Heraldo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/meta/dejan-marca/ 

タイトル 遺産としてのプロレスの商標「Los Perros del Mal」 

 

日付 2019 年 7 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 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-ministerio-de-agricultura-ganaderia-y-
abastecimiento-de-brasil-formalizo-el-reconocimiento-de-la-identidad-y-calidad-del-
tequila-209569?idiom=es 

タイトル ブラジルの農牧畜供給省がテキーラの識別・品質を公式に認定  

要約 ブラジル産業財産庁（INPI）が本年 2 月にテキーラの原産地名称の保護を公式に認

定・公示したことで、不公正な競争を前にした国際市場におけるメキシコのテキー

ラ産業の保護が強まっていた。しかしながら、ブラジルの農牧畜供給省による認定

が未だ行われていないところであった。同省は 7 月 11 日、ブラジル官報にテキー

ラの国内販売を認める旨を公示。この認定の公示は、テキーラがアルコール飲料分

野のブラジル法規に基づいており、品質と安全性が公式基準と国内規則に準じてい

ることを保証することを意味し、消費者に対して製品のオリジナル性を保証した上

で、ブラジル市場へのメキシコ産テキーラの扉を開くものである。これはメキシコ

産業界とテキーラ生産者にとっての画期的な成果と言え、ブラジル市場でテキーラ

の商業的な存在感を高めるための許認可環境は、かつてないほどに整備されてい

る。 

 

日付 2019 年 7 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 24 Horas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.24-horas.mx/2019/07/19/congresistas-de-eu-dialogan-sobre-propiedad-
intelectual-en-medicamentos/ 

タイトル 米国の国会議員らが医薬品の産業財産について協議 

 



Copyright©2019 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 
 3 3 3 

日付 2019 年 7 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 Diario de Yucatan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.yucatan.com.mx/merida/marcas-propias 

タイトル 自らの商標を 

 

日付 2019 年 7 月 23 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 Newsweek Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://newsweekespanol.com/2019/07/pugna-por-el-mezcal-confronta-a-oaxaca-y-
aguascalientes/ 

タイトル オアハカ州とアグアスカリエンテス州の間でのメスカルをめぐる争い 

 

日付 2019 年 7 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 Newsweek Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=131080 

タイトル 農業地帯の活性化へ向けた商標の創設 
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