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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.19（2019 年 11 月分） 

2019 年 12 月 10 日発行 

日付 2019 年 11 月 4 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/mas-patentes-mas-rapido-el-impi-fortalece-la-
cooperacion-estrategica-con-europa-226148?idiom=es 

タイトル Mais patentes e mais rápido: IMPI reforça cooperação estratégica com a Europa 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ・トヴァール長官と欧州特許庁（EPO）のアントニ

オ・カンピノス長官は、特許制度に関するメキシコ・欧州間の技術的及び戦略的パートナーシップ

に関する覚書への調印を行なった。この提携を通じ、IMPI と EPO は特許付与における効率性、

迅速性、品質を向上させ、両地域間の投資と技術移転を促進するための幅広い取組みで協

力することとなる。EPO は、モノのインターネットやインダストリー4.0 といった急速に成長している新

興の技術分野での研究・審査の強化の点で IMPI を支援する。さらに IMPIは、EPOのサービスや

ツール、作業方法を参考とすることで、高品質でタイムリーかつ効率的な出願特許の審査を行な

っていく。今回の EPO との合意は、IMPI の産業財産権政策に沿ったものであり、その 1 つにはメ

キシコ国内の発明者への支援という観点での特許付与の遅延問題への対処が含まれている。 

 

日付 2019 年 11 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 DE MEXICO ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/mexico-es-potencia-enlas-patentes/ 

タイトル メキシコは特許分野の潜在性を秘めている 
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日付 2019 年 11 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 UNIVERSAL ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/cartera/desdenan-planes-de-propiedad-industrial 

タイトル 産業財産保護の計画立案が軽視されている 

 

日付 2019 年 11 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 FINANCIERO ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/aprueba-mexico-tratado-para-
proteccion-de-disenos-industriales 

タイトル メキシコのハーグ協定承認に関する考察 

 

日付 2019 年 11 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 INFORMADOR.MX ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.informador.mx/economia/Impulsan-a-creadores-de-Jalisco-20191108-
0119.html 

タイトル ハリスコ州のクリエーターへのインセンティブ 

 

日付 2019 年 11 月 15 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/2019/11/15/nancy-pelosi-ve-ratificacion-del-t-mec-en-eu-
este-ano 

タイトル ナンシー・ペロシ米国下院議長、年内の T-MEC 協定の批准を検討  
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日付 2019 年 11 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 La Voz ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://imagenzac.com.mx/municipios/impediran-que-particulares-se-aduenen-de-
festivales/ 

タイトル 個人によるフェスティバルの開催を禁止へ 

 

日付 2019 年 11 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 Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/toca-turno-a-la-nueva-ley-de-
propiedad-industrial 

タイトル 新産業財産法の時代へ  

 

日付 2019 年 11 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 Informador ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.informador.mx/economia/Impulsa-la-SICyT-la-transferencia-de-tecnologia-
20191121-0110.html 

タイトル イノベーション科学技術局からの技術移転の増加 

 

日付 2019 年 11 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 Al Calor Politico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.alcalorpolitico.com/informacion/union-europea-pide-a-aduanas-de-mexico-
que-refuerce-lucha-contra-pirateria-304044.html#.XeARZuhKg2w 

タイトル EU、メキシコ税関に対し模倣品の撲滅強化を要請 
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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。 

 

 


