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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.21（2020 年 1 月分） 

2020 年 2 月 11 日発行 

日付 2019 年 1 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/mundo/sin-control-problema-de-pirateria-en-mexico  

タイトル 管理の行き届かないメキシコの著作権侵害問題 

 

日付 2019 年 1 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 サイト Informador ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.informador.mx/Jalisco-impulsara-nuevas-denominaciones-de-origen-
l202001040004.html 

タイトル ハリスコ州、新たな原産地表示の取得を促進 

 

日付 2019 年 1 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 Linea Directa ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lineadirectaportal.com/internacional/marca-registrada-conoce-a-los-capos-que-
han-buscado-inmortalizarse-con-lineas-de-productos_20200106-910942/ 

タイトル 商標登録： 製品名称で不死化が試みられた分野がある 
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日付 2019 年 1 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 El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/2020-ano-de-consolidacion-en-
propiedad-intelectual 

タイトル 2020 年は産業財産の統合の年に 

 

日付 2019 年 1 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 El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/estas-son-las-obras-que-formaran-parte-del-
dominio-publico-en-el-2020-cultura-internet-ciencia-cine-peliculas-arte-musica-
4651941.html 

タイトル 2020 年にパブリックドメインとなる作品はこちら 

 

日付 2020 年 1 月 16 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 Univision ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.univision.com/noticias/america-latina/hija-de-el-chapo-guzman-lanza-una-
cerveza-artesanal-con-el-alias-de-su-padre 

タイトル 「エル・チャポ」グズマンの娘が父親の愛称でクラフトビールを発売 

 

日付 2020 年 1 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/16/t-mec-listo-para-julio-
pronostica-subsecretaria-de-comercio-exterior-7819.html 

タイトル 通商副局長、T-MEC 対応は 7 月に完了と述べる 
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日付 2020 年 1 月 28 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/acuerdo-historico-mexico-estados-unidos-en-materia-
de-patentes-233222?idiom=es 

タイトル メキシコ・米国間で歴史的な特許協定を締結 

要約 グラシエラ・マルケズ・コリン経済局長は、米国特許商標庁（USPTO）とメキシコ産業財産庁

（IMPI）の間の技術的・戦略的協力に関する覚書の調印式を執り行った。この協定は、グロー

バルな観点から特許審査の効率化を図るために両国によって署名されたものとしては初めての合

意文書となった。調印式には、名誉証人としてウィルバー・ロス米国商務長官、クリストファー・ラン

ダウ在メキシコ米国大使が出席した。グラシエラ・マルケス局長は講話の中で、今回の USPTO と

の協力がメキシコ・米国・カナダ間の T-MEC 協定に盛り込まれている、メキシコ政府による産業財

産分野の包含・多様化・経済面の発展といった国際的コミットメントに則ったものであると説明し

た。また IMPI のフアン・ロザノ長官は、この協力文書の締結が、国々をまとめ兄弟愛の絆を強め

る上では特許こそがその原動力となるとのメッセージを世界に発信するものだと述べた。 

 

日付 2020 年 1 月 28 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.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/01/28/concamin-no-descarta-
recurrir-a-amparos-contra-nuevo-etiquetado-539.html 

タイトル 商工会議所連盟、新ラベル規則への法的対抗措置も辞さず 

 

日付 2020 年 1 月 29 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/2020/01/29/autoridades-celebraron-el-
anuncio-de-la-produccion-del-primer-lamborghini-electrico-en-hidalgo-todo-resulto-un-
engano/ 

タイトル イダルゴ州政府、初の電動ランボルギーニの同州での生産の発表を祝福するも、イタリア本社は

これを否定 
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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。 

 

 


