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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.32（2020年 12月分） 

2021年 1月 8日発行 

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 サイト Xinhua Net ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://spanish.xinhuanet.com/2020-11/25/c_139540852.htm 

タイトル メキシコ人科学者ら、高血圧を検出するための金のナノ分子を用いたバイオセンサ

ーを開発  

 

日付 2020 年 12 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/la-uspto-y-el-instituto-mexicano-de-la-propiedad-
industrial-anuncian-el-lanzamiento-de-la-iniciativa-de-concesion-paralela-de-
patentes?idiom=es 

タイトル 米国特許商標庁、並行特許付与の取組みを IMPI とともに発表 

要約 米国特許商標庁（USPTO）とメキシコ産業財産庁（IMPI）は 12 月 7 日、並行特許付

与（PPG：Parallel Patent Grant）の進捗状況を発表した。このワークシェアリング協

定により、IMPI はアメリカの特許をすでに取得している企業や個人に対するメキシ

コ国内での特許付与の迅速化を図ることができるようになる。PPG は、USPTO・

IMPI 間で 2020 年 1 月 28 日に締結された戦略的・技術的協業に関する覚書に基づ

き、両庁間で約 200 件の出願を対象にサンプリングを開始。その結果 IMPI では、

2015～2018 年に出願された特許のうち約 1 万 1 千件について、両庁間で共有され

る作業スキームから便益を得られる対象となりうることを特定した。USPTO と IMPI

はこのような協業の長い歴史を有しており、2011 年から実施されている伝統的な

形式での 2 国間協力である特許審査ハイウェイ事業（PPH）がその一例として挙げ

られる。 

 

日付 2020 年 12 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 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/especialistas-internacionales-subrayan-que-el-nuevo-
marco-legal-mexicano-fortalece-el-combate-a-la-pirateria-en-el-entorno-digital-
259102?idiom=es 
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タイトル デジタル手段の海賊版行為の根絶を強化するメキシコの新たな法的枠組みを国際的

専門家らが評価 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、12 月 7～11 日にかけ、イノベーションと技術開発

の促進におけるクリエイターと発明者の権利の重要性の認知度向上を目的とした

「産業財産保護週間」を開催する。これに関連し、12 月 8・9 日には「デジタル環

境における海賊版行為に対処するための国際セミナー」が開催された。12 月 8 日

の「新産業財産保護法（LFPPI）の監督権限の利点」をテーマとしたラウンドテーブ

ルにて、専門家らは同法令に現在規定されているものと同様の措置が他国でどのよ

うに運用されているかについて協議。権利所有者の損害補償を容易とする新たな法

的枠組みが、当局のコンプライアンスのパフォーマンスを強化することで意見が一

致した。さらに、経験の交流と権利侵害が及ぼすマイナスの影響を広報することを

通じての産業財産権侵害行為の対策については、全ての国の当局間での協力が欠か

せない点が強調された。従来の司法のメカニズムでは得ることのできない、創造的

な解決策を見つけることを可能とする代替的な紛争解決メカニズムの観点でも、

LFPPI 内の利用可能なツールが紹介された。専門家らは、今日のメキシコ新法が、

デジタル著作権侵害行為対策という点では先進国レベルにあると指摘。これにより

文化が保護され、高品質のコンテンツの作成が促進されると同時に、情報へのアク

セスも保証されるという。 

 

日付 2020 年 12 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 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-a-favor-del-consumo-seguro-de-servicios-y-
productos-que-respetan-los-derechos-de-creadoras-y-creadores?idiom=es 

タイトル IMPI、創作者の権利を尊重するサービスや製品の安全な消費行為を支持 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、産業財産保護週間の一環として、海賊版行為対策

ワーキンググループの最初の公開セッションを開催した。このグループは産業財産

の保護に関心のある商工会議所や業界団体から構成されているもの。同セッション

では「2x6 ネットワークで海賊版行為から逃れよう」と題されたた資料が発表され

た。これは産業財産権を尊重する安全な Web サイトを区別するための実用的な推

奨事項を、一般向けに説明する目的で作成されたもの。このセッションにて IMPI

は、2020 年の間にメキシコ国内の複数の州で 150 万点を越える製品の押収・隔

離・破壊活動を行なったことを報告。これにより食品、個人向け製品、電子機器、

金属製品など、消費者に安全性や製品としての全体性を提供することの証明がなさ

れていない製品が市場に流通することを妨げたと説明した。同庁はまた、模倣品の

消費行為に関する社会の認識とその動機を把握することを目的とした、全国模倣品

消費習慣調査の 2020 年度の調査結果も発表した。今年の調査では COVID-19 に関す

る特別な章を設け、外出自粛の際のレジャーや娯楽の代替として、あるいは衛生・

消毒製品の購入の際に、模倣品の消費にどのような変化が見られたのかを調査し

た。最も関連性の高い結果として、次のものが挙げられた。 

・回答者の 95%は、他者が模倣品を購入したと考えている。 

・模倣品の上位 5 傑は、衣類、靴、アクセサリー、映画ソフト、携帯電話であっ

た。 

・回答者の 40%が、外出自粛期間中に海賊版製品を購入したと回答。そのほとんど

が 18～29 歳の若年層であった。 

・パンデミック中に購入した主なデジタル製品は、映画、音楽、書籍であった。 

・デジタルコンテンツに関しては、セキュリティ上のリスクがあると考える年配の
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回答者よりも、若い回答者の方が模倣品を多く消費している。 

・若年層は、収入不足の現実的な解決策として模倣品を使用し、デジタルコンテン

ツは無料であるべきと考えている。 

 

日付 2020 年 12 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 Sin Embargo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.sinembargo.mx/11-12-2020/3908461 

タイトル IMPI、メキシコ国内で多く購入されている模倣品のリストに消毒用ジェルやマスク

を追加 

 

日付 2020 年 12 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 サイト Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/politica/amiif-compra-medicinas-mexico-onu-atenta-ley 

タイトル 国連を通じたメキシコ政府の医薬品調達が法令違反を犯す 

 

日付 2020 年 12 月 16 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 Esto ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.esto.com.mx/519686-boxeo-la-marca-cleto-reyes-fue-reconocida-por-el-
impi/ 

タイトル IMPI、商標「Cleto Reyes」を著名商標に認定 

 

日付 2020 年 12 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-impi-aseguro-y-destruyo-mas-de-9-millones-de-
cigarros-pirata-259828?idiom=es 

タイトル IMPI、900 万本以上の模倣品タバコを押収・破壊 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、バハ・カリフォルニア州エンセナダ市にて 900 万

本以上の模倣品タバコを押収し、破壊した。これらの製品は産業財産権の侵害に加

え、それらを構成する材料の毒性によって市民の健康被害の脅威をももたらしかね

ないものであった。破壊活動は、必要とされる環境保護手順に従って実施された。

今年 IMPI は、1,020 万点を越える模倣品を押収。これに昨年中に破壊が許可された

500 万点を超す製品を加算すると、IMPI の 27 年間の歴史でも最も多い規模となっ

ている。違法に市場に流通した 900 万本の模倣品タバコは、連邦産業財産保護法の

規定に基づき、記録的短期間で破壊された。従来はこうした模倣品は長期間倉庫に

保管されていたが、再び市場に流通するリスクを抱えていた。現在は IMPI の破壊

手続きにて変更や対策が採られているのに加えて、法令によっても海賊版製品の破

壊効率が高められている。 
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日付 2020 年 12 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 Expansion ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expansion.mx/opinion/2020/12/15/auditoria-de-portafolios-de-activos-intangibles-
en-tiempos-de-covid-19 

タイトル COVID-19 時代の無形資産ポートフォリオ監査 

 

日付 2020 年 12 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 ADN 40 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.adn40.mx/videoteca/cultura/notas/2020-12-20-14-00/productos-
denominacion-origen-mexico-especial 

タイトル メキシコの原産地名称を有する製品 
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