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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.23（2020 年 3 月分） 

2020 年 4 月 28 日発行 

日付 2020 年 3 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 Senado da República ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/47769-mexico-
carece-de-una-buena-politica-en-innovacion-y-desarrollo-tecnologico-senador-gustavo-
madero.html 

タイトル 製薬業界、新しい産業財産法で法的安全性を要求 

要約 グスタボ・マデロ・ムニョス上院議長が議長を務める経済委員会は、メキシコの製薬業界の代表

者との会談に臨み、新しい産業財産法を含む商標・特許規則に関する製薬業界としての懸念

表明と提案を行なった。同上院議員は、特許、実用新案、商標、意匠、産業上の秘密、原産

地指定といった産業財産権が、発明者に対する安全性を高め、革新を促すための秩序を伴った

ものでなければならないとの考えを示した。同氏は「メキシコではイノベーション・技術開発・無形資

産の保護の面で適した政策が欠如しているために苦慮している」と述べたうえで、製薬業界が最

も重要と捉えているこれらの権利の保護を保証するための、最新の法的枠組みを用意する必要

があるとした。モレナ州選出のエルネスト・ペレス・アストルガ上院議員は、同氏が推進した取組み

がアジェンダ 2030 とメキシコ・アメリカ・カナダの協定の目的に沿ったものであると述べ、その上で

「成長を生み出すために民間部門と協調し、投資を促進することを目的としたものだ」と説明す

る。メキシコ製薬研究産業協会（AMIIF）のフェルナンド・ポルトガル・ペスカドール産業財産部

長は、新しい法律の目的の 1 つには、公共政策の一環として国内の発明活動を奨励することに

あるとコメント。またメキシコ製薬業協会（AMELAF）のフアン・デ・ヴィラフランカ・アンドラーデ エグ

ゼクティブディレクターは、この法律が権利の保護と、不適切もしくは過剰な権利行使を防止する

という両面でバランスのとれたものである必要があると述べた。この場合、特許の有効期限が切れ

るとその保有者が権利を失うため、その結果として高品質のジェネリック医薬品が市場に投入さ

れることとなり、最大 70%程度安価に薬を入手できるようになるという。 
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日付 2020 年 3 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 Razon ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.razon.com.mx/negocios/demandan-a-heineken-por-practicas-desleales-y-
violacion-a-la-propiedad-intelectual-del-tequila/ 

タイトル ハイネケン、不公正な慣行とテキーラの産業財産権侵害で訴えられる 

 

日付 2020 年 3 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 Report Indigo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.reporteindigo.com/reporte/la-defensa-del-maiz-es-por-la-seguridad-nacional-
senadoras-de-morena/ 

タイトル モレナ州の上院議員、トウモロコシの保護は国家安全保障のためと説明 

 

日付 2020 年 3 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 Forbes Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/mexico-celebrara-por-primera-vez-el-dia-nacional-del-
tequila/ 

タイトル メキシコ、全国テキーラの日を初めて祝福 

 

日付 2020 年 3 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 Innovation Economica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://innovacioneconomica.com/universidades-tecnologicas-y-politecnica-se-unen-para-
incentivar-la-investigacion/ 

タイトル 技術大学と高等教育機関が団結して研究を促進する 
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日付 2020 年 3 月 14 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 Hoy Tamaulipas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.hoytamaulipas.net/notas/413208/Al-fin-una-buena.-Canada-aprobo-T-
MEC.html 

タイトル T-MEC 協定がカナダにより承認される朗報 

 

日付 2020 年 3 月 1 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 Alcades de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/inauguran-centro-de-desarrollo-e-
innovacion-tecnologica-en-azcapotzalco/ 

タイトル アスカポツァルコ・イノベーション技術開発センターが開所 

 

日付 2020 年 3 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 La Silla Rota ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lasillarota.com/nacion/comercio-informal-la-otra-victima-del-coronavirus-en-
mexico-coronavirus-covid-19-pandemia-cuarentena/372863 

タイトル 非公式の商業部門は、メキシコにおけるもう 1 つのコロナウイルス被害者である 

 

日付 2020 年 3 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 Contra Replica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.contrareplica.mx/nota-Coronavirus-nueva-marca-de-cerveza-en-
Mexico202023334 

タイトル メキシコのビールの新商標「コロナウイルス」 
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日付 2020 年 3 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 La Jornada Maya ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lajornadamaya.mx/2020-03-25/Aprueba-Senado-ley-para-el-fomento-y-
proteccion-del-maiz-en-Mexico 

タイトル 上院、メキシコのトウモロコシを促進・保護する法律を可決 
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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。  
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