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2020年 12月 10日発行 

日付 2020 年 11 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 La Vanguardia ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.lavanguardia.com/politica/20201105/49252693594/mexico-pide-
explicaciones-a-modista-francesa-por-plagio-de-disenos-indigenas.html 

タイトル メキシコ、フランス人縫製家に先住民デザインの盗用についての説明を要求 

 

日付 2020 年 11 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 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/mexico-a-la-vanguardia-con-la-nueva-ley-federal-de-
proteccion-a-la-propiedad-industrial-256732?idiom=es 

タイトル 新連邦産業財産法で最前線に立つメキシコ 

要約 2020 年 11 月 5 日に連邦産業財産保護法（LFPPI）が施行され、従来の産業財産法が

廃止された。この法的枠組みの変更により、メキシコはこの分野の最前線に立つこ

ととなり、またイノベーションの諸課題への対応が容易となる。メキシコ産業財産

庁（IMPI）は、国民により良いサービスを提供すべく自らの強化に取り組んでい

る。LFPPI は、その取組に秩序や論理的序列を与えるもので、国際的なグッドプラ

クティスの導入に加え、権利と要件を明確に定め、利用者の理解も促す。電子メデ

ィアの使用を可能として透明性も確保する。これらは全て、行政手続きの簡素化と

法の支配を強化する原則に従っている。同庁は創作者の産業財産権を保護し、一方

では違反者に効果的な制裁を提供するための新しい権限とツールを備えることとな

る。LFPPI を通じ、メキシコはメキシコ・米国・カナダ間の USMCA 協定及び包括

的・進歩的環太平洋パートナーシップ条約（TIPAT）に定められた産業財産の約束

を遵守する。LFPPI に関するセミナーの開会式の席上、IMPI のフアン・ロザノ長官

は、新しい法律によって同庁が市民を優先し、サービスをより利用しやすくできる

ようになると強調。また最後には、同庁が 10 月に新法令に準拠するための電子プ

ラットフォームを構築・更新し、産業財産権に関する情報へのアクセスを明確・迅

速・簡素化・透明化された方法で提供していることを説明した。 
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日付 2020 年 11 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 El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/nacion/busca-nahle-registrar-su-nombre-como-marca 

タイトル ナーレ エネルギー局長、自信の名前の商標登録を試みる 

 

日付 2020 年 11 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 El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-angel-margain/aprovecha-la-nueva-
etapa-del-sistema-de-propiedad-industrial 

タイトル 新たな段階へと進んだ産業財産システムを活用しよう 

 

日付 2020 年 11 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 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/la-cofepris-y-el-impi-inician-un-proceso-conjunto-para-
impulsar-la-produccion-de-medicamentos-genericos-de-calidad-a-precios-
competitivos?idiom=es 

タイトル IMPI、高品質かつ価格競争力を伴ったジェネリック医薬品の製造促進へ向けた共同

作業を Cofepris と開始 

要約 連邦衛生リスク対策保護委員会（Cofepris）及びメキシコ産業財産庁（IMPI）は、ジ

ェネリック医薬品業界の強化と既存の官僚的障壁を除去し、適切な競争環境を生み

出すための調整作業を開始した。メキシコでは、ジェネリック医薬品市場における

競争はほとんど見られない。ジェネリック医薬品がある場合、販売価格は現在の価

格よりも約 20%安価となると考えられているが、欧州ではその割合は 40%にも及

ぶ。この状況は市民だけでなく、公的財政にも影響を及ぼす。IMPI のフアン・ロザ

ノ長官は今回の取組みにより、産業財産権が効力を失うとすぐにジェネリック医薬

品メーカーが使用可能になると語った。法治国家としての約束と、国際条約に対す

るメキシコの取組みの一環として行われると説明する。 

 

日付 2020 年 11 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 24 Horas ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.24-horas.mx/2020/11/13/mexico-tiene-los-factores-necesarios-para-la-
innovacion-farmaceutica/ 

タイトル 製薬業界のイノベーションに必要な条件を備えるメキシコ 
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日付 2020 年 11 月 18 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 Mundo Tech ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mundotech.news/alexis-nickin-liderazgo-fintech-se-fortalecera-con-conocimiento-
de-propiedad-industrial-e-intelectual/ 

タイトル 産業・知的財産の認識強化によりフィンテックのリーダーシップは強化される 

 

日付 2020 年 11 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 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-y-el-consejo-regulador-del-tequila-crt-
intensifican-su-trabajo-para-la-proteccion-de-la-denominacion-de-origen?idiom=es 

タイトル IMPI、テキーラ地域評議会と原産地名称の保護へ向けた共同作業を強化 

要約 テキーラの原産地名称は、2019 年 2 月にメキシコに対し保護を認めた EU を含め、

55 ヵ国で認められている。メキシコは 1997 年以来、国際協定を通じて同飲料が保

護されているヨーロッパ諸国に、年間 2 千万リットル以上を輸出している。EU に

よる承認は、メキシコが国家として欧州でテキーラの原産地名称の保護権を行使す

るために活用される。この法的枠組みを用いるため、経済省はメキシコ産業財産庁

（IMPI）を通じ、テキーラの原産地名称により得られる利益を積極的に保護するた

めの戦略を定め、この度 IMPI とテキーラ地域評議会（CRT）との間で新たにコーデ

ィネイトを進める内容について合意が交わされた。IMPI のフアン・ロザノ・トヴァ

ール長官は CRT に対し、世界中でテキーラの保護を強化し、その原産地名称の保護

を効果的に行っていくために貢献したいとして、より一層の協力を要請した。この

会合では、新しい連邦産業財産権保護法（LFPPI）における原産地名の保護強化へ向

けた経済省の取組みについても取り上げられた。同法では、原産地名称と地理的表

示の保護宣言を発行し、その利用を承認するための要件が明確に定められている。

IMPI 長官は、原産地名称と地理的表示はメキシコが有する資産であり、そのような

性質を持つがために保護されなければならないと強調した。 

 

日付 2020 年 11 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 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-protege-la-seguridad-y-salud-de-los-
consumidores-y-los-derechos-de-pi?idiom=es 

タイトル IMPI、消費者の安全と健康、そして産業財産権を保護 

要約 複数当局の協力の下、ラザロ・カルデナス及びマンサニージョの各港湾において、

化粧品・歯ブラシ・ビデオゲームなどの出所が不明瞭な製品の陸揚げが阻止され

た。メキシコ産業財産庁（IMPI）は、産業財産権を侵害していると確認され、人々

の健康と安全に害を及ぼす可能性のある 20 万点以上の製品を差し押さえた。これ

により、23 件の反秩序行為の行政調査が開始され、産業財産権の侵害に対する制

裁措置や、違反が認められた場合には差押え資産の破棄が明示されることになる。

これらの活動は、他の管轄機関及び産業財産権の所有者と協調して行われたもの。

出所の疑わしい製品が不適切に流入し、メキシコ国内で流通するのを防止する。さ

らに、合法性や法治国家の保護という IMPI の目的達成にも貢献するものとなって
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いる。 

 

日付 2020 年 11 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 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-protege-a-las-mexicanas-y-los-mexicanos-al-
asegurar-mercancia-que-viola-derechos-de-pi-y-puede-atentar-contra-la-salud?idiom=es 

タイトル IMPI、産業財産権を侵害し健康を害する恐れのある商品を押収しメキシコ国民を保

護 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、メキシコシティー市内及びメキシコ州内の複数の

地区にて、飲料を調合するための粉末約 0.5 トンを、産業財産権を侵害する商標の

不適切な使用が認められたことにより押収した。この製品の主な消費者であるメキ

シコの男女、特に子供たちの健康上のリスクもまた懸念される。押収された品に

は、一切の品質管理、製品としての完全性、適切な純度や安全性が確認されなかっ

た。IMPI のフアン・ロザノ長官は「本件は企業の社会的責任、民間部門と政府が連

携した取組みの明確な一例となる。企業が消費者に丁寧に向き合い、このような違

法行為を特定するために我々を支援することで、密輸品や模倣品に対して我々が講

じる対策の実効性とインパクトを高めることができる」と説明した。このような活

動を通じて、IMPI は合法性、法治国家、包括的な経済発展、人々の健康保護を強化

するための断固たる措置を講じており、メキシコの産業財産権を保護するという目

的を達成している。 
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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。 

 

 


