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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.22（2020 年 2 月分） 

2020 年 3 月 13 日発行 

日付 2020 年 2 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 News Week Espanhol ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://newsweekespanol.com/2020/02/falso-que-aguascalientes-haya-perdido-
denominacion-de-origen-del-mezcal/  

タイトル アグアスカリエンテス州がメスカルの原産地名称を失ったのは嘘である 

 

日付 2020 年 2 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/pluma-un-orgullo-para-mexico-un-aroma-de-oaxaca-
para-el-mundo-233943?idiom=es 

タイトル 「プルマ」：メキシコの誇り、オアハカの香りを世界へ  

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ・トバール長官は、アレハンドロ・ムラト・ヒノホサ氏が

知事を務めるオアハカ州政府に、原産地名称「プルマ」の一般保護宣言を与えた。同長官は、

原産地名称の指定を得ることは富を生み出す上で非常に重要なステップであると強調。その理

由を、この区分を得ることで製品の価値が高まり、またオアハカ州の生産者の努力が認められるこ

とになるためであると説明する。さらに、今回の原産地名称の宣言が、「プルマ」コーヒー豆がより

多くの人々に届けられ、適切な認識と保護がもたらされるよう行われたもので、経済省と IMPI に

よる地域開発へのコミットメントを深めるものだと述べた。 
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日付 2020 年 2 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 El Empresario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elempresario.mx/emprendedores/mexico-eu-se-blindan-robo-propiedad-
intelectual 

タイトル メキシコと米国、産業財産の盗用への対策を強化 

 

日付 2020 年 2 月 11 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 Presente ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariopresente.mx/mexico/tequila-mexicano-conquista-el-mundo/250563 

タイトル 世界を手にするメキシコのテキーラ 

 

日付 2020 年 2 月 13 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 Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.diariodemexico.com/aseguran-mas-de-14-mil-medicamentos-falsos-en-el-
estado-de-mexico 

タイトル メキシコ州で 14,000 個を超える医薬品の模倣品を押収 

 

日付 2020 年 2 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 Yucatan ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.yucatan.com.mx/merida/investigadores-yucatecos-gestionan-mas-de-30-
patentes-en-el-pais-y-el-extranjero 

タイトル ユカタンの研究者ら、国内外で 30 件以上の特許を管理 
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日付 2020 年 2 月 24 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 Debate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.debate.com.mx/salud/Crean-en-la-UNAM-lentillas-biocompatibles-contra-la-
uveitis-20200224-0051.html 

タイトル ブドウ膜炎に対する生体適合性コンタクトレンズ 

 

日付 2020 年 2 月 24 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/ipn-pierde-los-derechos-sobre-el-uso-del-burro-
blanco/ 

タイトル 国立工科大学、白いロバの画像を使用する権利を失う 

 

日付 2020 年 2 月 24 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 http://www.heraldo.mx/acusan-abandono-de-unidad-que-investiga-pirateria/ 

タイトル 模倣品捜査を行なうべき組織の放棄に関する告発 

 

日付 2020 年 2 月 25 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 Diario NTR ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.ntrguadalajara.com/post.php?id_nota=144318 

タイトル ハリスコ州、発明特許ランキングで 2 位を維持 
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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。 

 

 


