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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.20（2019 年 12 月分） 

2020 年 1 月 9 日発行 

日付 2019 年 12 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 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-con-el-apoyo-de-expertos-internacionales-
capacita-a-funcionarios-para-evitar-falsificacion-de-productos-228628?idiom=es 

タイトル IMPI、国際専門家の支援のもと模倣品対策の訓練を職員に実施 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）、在メキシコ EU代表団及び EU産業財産庁（EUIPO）の IP Key

事業が共催するセミナーにて、メキシコ政府職員と欧州の専門家が一同に介し、地理的表示の

保護と将来課題への対処を目的とした両機関の間での調整が行われた。IMPI のフアン・ロザノ

長官はその席上、国のアイデンティティと誇りの象徴となり生産部門の発展の原動力の 1 つとな

っているテキーラの例を挙げ、原産地名称を強化することの重要性を強調した。EUIPO がこのセミ

ナーの共催者として参加したのは、EU としての地理的表示及び原産地名称などの産業財産権

者の保護を担当するのが欧州委員会に当たるため。 

 

日付 2019 年 12 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 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/especialistas-amppi-aseguran-cambios-
etiquetados-violan-la-propiedad-intelectual-y-acuerdos-internacionales/ 

タイトル メキシコ産業財産保護協会、ラベルの変更は産業財産権及び国際協定に違反すると主張 
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日付 2019 年 12 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 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/inicio-el-impi-la-destruccion-de-pirateria-mas-cuantiosa-
de-la-historia-228927?idiom=es 

タイトル IMPI、史上最大の模倣品破壊を開始 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、史上最大の押収品の破壊を開始した。この活動は、全国ビ

ジネス弁護士協会（ANADE）、在メキシコ米国商工会議所（AmCham）及びメキシコ産業

財産保護協会（AMPPI）と共同で実施されたもの。さらに商工会議所、業界団体や権利保

護における利害関係者を統合する取組みとして、14 の団体が参加する模倣品対策グループを

発足させた。これらの取組みを通じ、IMPI はイノベーションと創造的活動の価値を認め、それらを

尊重する文化を育むだけでなく、合法文化を強化し、模倣品の流通防止を通じて産業財産権

を侵害する製品の消費行為をなくし、さらに産業財産分野の公共政策の提案と当事者間の協

力を推し進めていく。 

 

日付 2019 年 12 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 サイト INFOBAE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.infobae.com/america/mexico/2019/12/06/mas-del-80-de-mexicanos-
consumen-productos-piratas-impi/ 

タイトル IMPI、メキシコ人の 80%以上が模倣品を消費していると発表 

 

日付 2019 年 12 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 サイト FORBES Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/pirateria-cuando-lo-barato-le-sale-caro-a-mexico/ 

タイトル 模倣品：安くてもメキシコには高くつく 
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日付 2019 年 12 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 24 Horas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.24-horas.mx/2019/12/17/comportamiento-del-peso-dependera-de-factores-
externos-e-internos-ci-banco/ 

タイトル ペソの動きは国内外の要因に左右される：Banco CI 

 

日付 2019 年 12 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 サイト Forbes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/productores-lacteos-exigen-al-senado-ley-que-advierta-
sobre-leche-falsa/ 

タイトル 生産者が‘偽ミルク’に関する法案の承認を要求 

 

日付 2019 年 12 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 RFI ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://www.rfi.fr/es/americas/20191220-camara-baja-estadounidense-aprueba-el-nuevo-
tratado-comercial-con-mexico-y-canada 

タイトル 米国下院議会、メキシコ・カナダとの新貿易協定を承認 

 

日付 2019 年 12 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 Manufactura  ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://manufactura.mx/industrias/2019/12/21/mas-que-un-telar 

タイトル 織機以上に：ハリスコ州で開発された機械が、工業用繊維の高度化への道を開く 
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日付 2019 年 12 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 El Sol del Centro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldelcentro.com.mx/doble-via/ciencia/registro-uaa-cuatro-patentes-
4617684.html 

タイトル アグアスカリエンテス自治大学、4 つの特許を出願 

 

 

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。 

 

 


