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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.24（2020 年 4 月分） 

2020 年 5 月 7 日発行 

日付 2020 年 4 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 La Razon ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.razon.com.mx/mundo/empresa-libera-patente-de-ventiladores-para-
pacientes-con-covid-19/ 

タイトル COVID-19 患者向けの人工呼吸器の特許を企業が開放 

 

日付 2020 年 4 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 Dinheiro em Imagen ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.dineroenimagen.com/empresas/brown-forman-debe-625-mdd-demandada-
por-uso-ilegal-de-marca/121180 

タイトル Brown-Forman 社による商標の違法使用の賠償額は 6 億 2500 万ドルに 

 

日付 2020 年 4 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/04/05/recibe-el-tecnm-de-toluca-
sistema-para-detectar-cancer-de-mama-523.html 

タイトル メキシコ国立工業技術研究所、乳がん検出システムの特許を取得  
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日付 2020 年 4 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 Mural ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.mural.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=htt
ps://www.mural.com/tramites-en-linea-estan-funcionado-impi/ar1915314?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a-- 

タイトル IMPI、オンライン手続きは問題なく機能していると回答 

 

日付 2020 年 4 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 Rob Report ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://robbreport.mx/news/coronavirus-como-marca-en-mexico/ 

タイトル ビールから抗菌ジェルまで、メキシコの商標としてのコロナウイルス 

 

日付 2020 年 4 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 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/1er-premio-impi-a-la-invencion-mexicana-un-
reconocimiento-a-la-innovacion?idiom=es 

タイトル イノベーションの価値を認める、第 1 回 IMPI メキシコ発明大賞を開催 

要約 発明保護の文化を普及させ、国内の女性発明家の活動を奨励することを目的として、メキシコ

産業財産庁（IMPI）は「第 1 回 IMPI メキシコ発明大賞」を開催した。IMPI のフアン・ロザノ長

官はオンラインで開催されたイベントにて受賞者を発表。その席上、特に現在のこの状況下で、

社会に恩恵をもたらし国の発展を推し進める発明や新しい技術をメキシコのクリエイターらが生み

出し続けることの価値が認められたことは、刺激をもたらすものだと強調した。世界知的所有権

機関（WIPO）が「グリーンな未来のためのイノベーション」とテーマを設定した世界知的所有権デ

ーの記念式典にて授賞式が行われたことから、今回の大賞のカテゴリには、特許、実用新案、意

匠に加えて、グリーン技術部門が設けられた。 受賞者らには、総額 5万ペソの賞金が奨励金とし

て贈られた。 
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日付 2020 年 4 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 Merca 2.0 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/conferencias-de-lopez-gatell-se-convierten-en-un-producto-la-
pirateria-ya-las-vende-como-serie/ 

タイトル ロペス・ガテル氏の記者会見が製品化され、海賊版としてシリーズ化されて販売される 

 

日付 2020 年 4 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 Vigia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elvigia.net/general/2020/4/22/impartira-el-cicese-curso-de-propiedad-
intelectual-347110.html 

タイトル エンセナダ科学研究・高等教育センターによる産業財産講習 

 

日付 2020 年 4 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 de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/finanzas/tecnologia/crean-dron-brazo-robotico-que-
podria-utilizarse-ante-crisis-por-covid-19-uam-ipn-5134389.html 

タイトル COVID-19 危機で利用可能なロボットアーム 

 

日付 2020 年 4 月 26 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 Asi Sucede ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://asisucede.com.mx/convocan-al-programa-de-fomento-a-la-proteccion-de-la-
propiedad-industrial-comecyt-edomex/ 

タイトル Comecyt-Edoméx 産業財産促進プログラムへの公募 
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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。 

 

 


