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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.26（2020 年 6 月分） 

2020 年 7 月 6 日発行 

 

日付 2020 年 6 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 El Independiente de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/de-evolucion-hasta-tendencias-para-el-
analisis-de-datos-la-inteligencia-artificial/ 

タイトル データ分析の進化と最近の傾向：人工知能 

 

日付 2020 年 6 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 Diario Portal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diarioportal.com/2020/06/02/uaem-fortalecera-procesos-de-certificacion-del-
mezcal-mexiquense/ 

タイトル メキシコ州自治大学、メキシコ産メスカルの認証の仕組みを強化 

 

日付 2020 年 6 月 7 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/2020/06/01/ley-de-propiedad-industrial-
legislacion-pendiente-y-parte-fundamental-para-el-funcionamiento-del-t-mec/ 

タイトル 産業財産法と審議中の法案が、T-MEC 協定の運用に必要不可欠な要素に 
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日付 2020 年 6 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 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-se-adapta-a-la-nueva-realidad-hoy-inicia-
migracion-de-patentes-de-papel-a-patentes-en-linea?idiom=es 

タイトル IMPI、新たな現実に対応：特許の紙文書からオンラインへの移行を本日より開始 

要約 SNS 上で配信されたライブ放送にて、メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ長官は、対

面窓口で出願手続きが行われた 5 万件を超える特許・意匠・実用新案の文書を電子管理化

する申請が 6 月 8 日より利用可能であることを発表した。これにより、IMPI は出願者がアクセス

可能な電子ファイルを生成し、システム上で手続き申請に対応することが可能となる。出願者が

従来の窓口での手続きにて提出した特許出願手続きの電子管理化を選択した場合は、更なる

書類の提出のために IMPI まで出向く必要がなくなる。電子署名さえ伴っていれば IMPI で受領

され、文書や申請書類の提出・受渡し時間の削減につながる。また同長官は、産業財産保護

に関連した文書の受領を窓口で受け付けるための電子予約システムを近々一般に提供すること

も明らかにした。 

 

日付 2020 年 6 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 Diario Contra Replica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.contrareplica.mx/nota-Mexicano-registra-la-Nueva-Normalidad-en-el-IMPI-
2020965 

タイトル メキシコ人、商標「Nova Normalidade」を IMPI に登録 

 

日付 2020 年 6 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 El Independiente de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/cruzando-fronteras/ 

タイトル 国境をまたいで 
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日付 2020 年 6 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 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-tequila-se-abre-oportunidades-en-singapur-y-el-
mercado-asiatico?idiom=es 

タイトル テキーラ、シンガポールとアジアの市場機会を切り拓く 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ長官は、シンガポール政府がメキシコの飲料「テキー

ラ」に対してシンガポール政府から商標認証書が授与されたのに伴い、テキーラ規制評議会

（CRT）の会合にリモート形式で出席した。今後 10 年間にわたって権利が保護されるもの。同

長官は、今回の認定がこのスピリット飲料の品質や生産者支援の観点から、シンガポールや東

南アジアの消費者らの安全性向上に貢献するものだとコメント。さらにメキシコのテキーラ生産企

業が、万一の模倣品の出現に対して自身の製品を保護するための法的手段を得ることにもなる

と説明した。この商標認証は、シンガポールにて地理的表示（IG）が認証されることで付与さ

れ、同国に製品を輸出した際の権利保護が可能となり、また類似品にも「テキーラ」の名称を用

いることが認められるようになる。またこの認証によって、原産地に由来する独特の品質・特徴・評

判が認められたことになる。CRT は、「テキーラ」を地理的表示として保護するよう申請に必要な書

類をすでに準備しているという。 

 

日付 2020 年 6 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 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-habilita-nuevas-opciones-de-servicios-para-la-
continuidad-de-operaciones-246053?idiom=es 

タイトル IMPI、ビジネス継続のために新たな選択肢の利用も可能に 

要約 グラシエラ・マルケス・コリン経済局長とともに 6 月 22 日に開催された著作権に関する記者会見

の席上で、メキシコ産業財産庁（IMPI）のフアン・ロザノ長官は、緊急事態下でも IT・通信技

術を活用してサービスの継続性を保つために実施した取組みに関して説明した。同長官は、商標

に関連する全ての手続きをリモート環境下で処理するための複数の措置について触れ、その中で

特に、人工知能を用いてロゴマークや名前を検索する新ツールである「MARCia」について強調し

た。加えて同長官は、産業財産分野における法的枠組みの近代化に関連して、現在議会で協

議されている産業革新保護法によって、国際的なコミットメントの遵守、クリエイターの支援、デジ

タル・トランスフォーメーション、運用の効率化に即した形で、様々なメリットが産業財産分野にも

もたらされうると述べた。これらのアクションを通じて、IMPI はより幅広いサービスを提供し、発明や

ビジネスの保護を推し進め、包括的な経済開発と多様化、そしてツールの革新を行なっていく。 
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日付 2020 年 6 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2020/06/20/necesario-aprobar-leyes-
faltantes-antes-del-t-mec-se-4898.html 

タイトル T-MEC 協定に足りない法令を承認する必要性 

 

日付 2020 年 6 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 Expansion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/economia/2020/06/29/mexico-publica-decreto-para-sustituir-el-
tlcan-por-el-t-mec 

タイトル メキシコ、NAFTA を T-MEC に置き換える政令を公布 
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