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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.28（2020 年 8 月分） 

2020 年 9 月 9 日発行 

日付 2020 年 8 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 El Financiero ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/mauricio-jalife/decide-finalmente-el-impi-
regular-secretos-industriales 

タイトル IMPI、営業秘密規制をようやく決定 

 

日付 2020 年 8 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 Sin Embargo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.sinembargo.mx/06-08-2020/3837319 

タイトル 連邦衛生リスク対策保護委員会、COVID-19 の重症患者をケアするメキシコ製人工呼吸器を

承認  

 

日付 2020 年 8 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/cierra-con-337-mdd-el-primer-mes-del-t-mec 

タイトル Microendo、スタートアップ・ビルディングの最優秀事業に認定 
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日付 2020 年 8 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 Debate ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.debate.com.mx/opinion/Juan-Bautista-Lizarraga-Motta-Sociedad-y-derecho-
Es-valida-la-clausula-de-no-competencia-20200810-0005.html 

タイトル 非競争条項は有効か？ 

 

日付 2020 年 8 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 Zona Franca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://zonafranca.mx/politica-sociedad/expertos-advierten-embates-legales-de-la-ip-
contra-etiquetado-en-comida-chatarra/ 

タイトル インターネット上の産業財産権 

 

日付 2020 年 8 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 El Diario ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://diario.mx/economia/refuerzan-proteccion-de-propiedad-intelectual-20200812-
1696081.html 

タイトル 産業財産保護の強化 

 

日付 2020 年 8 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 サイト Forbes ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.forbes.com.mx/la-innovacion-en-el-t-mec-apertura-de-mercados-para-
rebasar-fronteras/ 

タイトル USMCA 協定におけるイノベーション：国境を越えた市場開放 
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日付 2020 年 8 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 サイト Marketing 4 Commerce ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://marketing4ecommerce.mx/derechos-de-autor-en-tiktok-en-mexico/ 

タイトル TikTok における著作権：「通知と削除」がメキシコのデジタル・プラットフォームのコンテンツを削除

する 

 

日付 2020 年 8 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 Silla Rota ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lasillarota.com/dinero/cdmx-y-jalisco-concentran-pirateria-pirateria-la-innovacion-
mexicanos-justicia/426146 

タイトル メキシコシティーとハリスコ州に模倣品行為が集中 

 

日付 2020 年 8 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 Sistema Michoacano de 

Radio e TV 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク http://www.sistemamichoacano.tv/noticias/mnacional/41791-prohibicion-de-alimentos-
con-alto-contenido-calorico-no-es-la-solucion-ip 

タイトル 高カロリー食品の販売禁止は解決策とはならない 
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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。 

 

 


