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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.27（2020 年 7 月分） 

2020 年 8 月 6 日発行 

日付 2020 年 7 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 Ficanciero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-a-la-vanguardia-en-proteccion-a-la-
innovacion-industrial-impi 

タイトル IMPI、メキシコは産業イノベーション保護の最先端を行くと強調 

 

日付 2020 年 7 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 Expansion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/opinion/2020/07/01/la-propiedad-intelectual-y-el-t-mec 

タイトル 産業財産と USMCA 協定  

 

日付 2020 年 7 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 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-abre-nuevamente-sus-puertas-y-ofrece-
servicios-en-linea-para-evitar-salir-de-casa-247513?idiom=es 

タイトル IMPI、窓口業務の再開とともに外出不要なオンラインサービスを提供 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、7 月 6 日に活動を再開した。再開にあたっては、累積した作

業の負荷を考慮したうえで、職員と利用者の健康を最優先に考慮して衛生対策を講じている。

人混みを避けつつも権利の行使と義務の遵守を実現すべく、IMPI では法令上の規定よりも 1

週間早く活動を再開した。IMPI の窓口での特許関連手続きがより効率的かつ社会的距離を
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保ちながら実施できるよう、需要の大きい地域に 8 ヵ所の窓口を設置。同時に、利用者が IMPI

の施設に出向くことなく、全ての手続きをオンラインで実施できるような技術ツールも導入した。法

的な安全性に加えて健康上の安全も確保するというこの最も重要な対策は、数週間前から一

般向けに利用可能となっており、IMPI ではその利活用の重要性も繰り返し広報している。市民

はこうした近代的で効率的、かつ安全な手続き手段の恩恵を広く受けることができるようになって

いる。 

 

日付 2020 年 7 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 Independiente de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/nuevas-disposiciones-en-la-materia-de-
propiedad-intelectual-y-el-t-mec/ 

タイトル 産業財産分野及び USMCA 協定の新規定 

 

日付 2020 年 7 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/economia/mexico-atraeria-inversiones-en-farma-con-t-
mec 

タイトル メキシコが USMCA 協定の発効とともに医薬品分野の投資を誘致できる可能性 

 

日付 2020 年 7 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/el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-industrial-impi-
refuerza-cercania-con-oficinas-de-propiedad-intelectual-de-iberoamerica?idiom=es 

タイトル IMPI、イベロアメリカ産業財産庁との関係緊密化へ努力 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、欧州特許庁（EPO）のアントニオ・カンピノス長官及び世界

知的所有権機関（WIPO）のダレン・タン新事務局長とともに、イベロアメリカ産業財産庁間対

話を開催した。IMPI のフアン・ロザノ長官は、EPO・WIPO とともにラテンアメリカの 20 の産業財

産庁が一堂に会したことを祝福し、産業財産システムと利用者のための活発で緊密な対話の実

現に努めた。同長官は、創作者や企業家にメリットをもたらす新ツールや電子的メカニズムの利

用が、COVID-19 のパンデミック下でラテンアメリカ地域全体にて拡大したが、直面している課題に
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対処するためのグッドプラクティスや経験を共有することが重要であると述べた。ラテンアメリカ 19

カ国の産業財産庁の代表者らは、本会合を招集したメキシコのリーダーシップを認め、このような

場が国や産業財産庁間の緊密性や協力を強化するのに適していると賛同した。この地域との初

めての会合に参加したタン事務局長は、10 月 1 日に同職に就任した際、国同士の関係を強化

し、地域間の架け橋としての役割を果たすと宣言したと述べた。また EPO 長官は、技術がどのよ

うに同庁の業務を強化し、より安全でスマートかつ持続可能な世界に貢献し、イノベーションを支

援したかを指摘。ラテンアメリカの産業財産庁代表者らは、産業財産分野の文化とは、変化に

対応し技術を採用することにあるとの点で一致。現在直面する課題を前に、地域全体でオンライ

ン化の取り組みが進められて対面での窓口対応が排除されたが、パンデミックが終わった後も現

在の形式で業務を継続することも確認した。本会合には、アルゼンチン、ボリビア、ブラジル、チ

リ、コロンビア、コスタリカ、キューバ、エクアドル、エルサルバドル、スペイン、グアテマラ、ホンジュラ

ス、メキシコ、ニカラグア、パナマ、パラグアイ、ペルー、ポルトガル、ウルグアイ、ベネズエラの各産業

財産庁の代表者らが参加した。 

 

日付 2020 年 7 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-curso-de-verano-sobre-propiedad-intelectual-e-
industrias-creativas-abre-nuevos-horizontes-para-cerca-de-mil-asistente?idiom=es 

タイトル 産業財産とクリエイティブ産業に関する夏期講座が、約千人の参加者に新たな視野を提供 

要約 7 月 6 日～17 日の日程で開催された夏期講座「創造的産業と産業財産」が本日終了した。

この講習は世界知的所有権機関（WIPO）とメキシコ産業財産庁（IMPI）が共催したもの

で、モンテレー高等教育技術財団の Eugenio Garza Laguera 起業家協会の協力を得て行われ

た。テレビ会議形式でスペイン語にて実施された WIPO としては初の夏期講座で、COVID-19 感

染拡大期であるにもかかわらず活動を継続する主催者側の関心の強さを示している。リモート・プ

ラットフォームを活用することにより、メキシコ国内に留まらない 25 ヵ国に及ぶ千人近い申込みが

あり、過去には見られなかったほど多くの参加者を得た。学生、学者、弁護士、クリエイティブ産

業に関心を寄せる人々などを中心とした参加者らは、国内外の官民双方やモンテレー技術財団

の学者、IMPI、WIPO、米国特許商標庁、欧州特許庁の職員など、産業財産の専門家らから

2 週間にわたり様々な情報を得ることができた。講演者らは、クリエイティブ産業の資産を保護す

ることの重要性と、それらがいかに成長や富の原動力となりうるかについて、アイデアや関連するツ

ールを提供。産業財産がいかに価値や潜在性を高めるための中心的な役割を果たすかを繰り返

し説明した。 
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日付 2020 年 7 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 Quadratin de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://hidalgo.quadratin.com.mx/economia/promueven-registro-de-marca-en-linea-para-
que-mipymes-aprovechen-t-mec/ 

タイトル USMCA 協定のメリットを享受する零細・中小企業のための商標オンライン申請の奨励 

 

日付 2020 年 7 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 Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/un-tequilita-en-este-viernes-y-otras-notas-
para-que-te-olvides-del-covid-19 

タイトル COVID-19 を忘れるための金曜日のテキーラと、その他の雑記  

 

日付 2020 年 7 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 Vertigo Politico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.vertigopolitico.com/bienestar/medio-ambiente/notas/patentan-herramienta-
para-el-control-de-plaga-en-bosques 

タイトル 森林の害虫を管理するためのツールが特許化 
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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。 

 

 


