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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.34（2021 年 2 月分） 

2021 年 3 月 12 日発行 

日付 2021 年 2 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 Senado da República ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/50197-predomina-
en-mexico-uso-de-medicamentos-genericos-senala-estudio-del-ibd.html 

タイトル ベリサリオ・ドミンゲス財団、メキシコではジェネリック医薬品の使用が主流と研究で発表 

要約 ベリサリオ・ドミンゲス財団（IBD）が発表した「メキシコ・米国・カナダ条約（USMCA）における

特許の問題：メキシコにおけるジェネリック医薬品開発の障害に？」と題された研究論文では、 

ラテンアメリカ地域レベルにおいてはメキシコが 2番目に大きな医薬品市場であり、抗生物質、抗

炎症薬、がん治療などのハイテク医薬品の主要な生産国でもあることが示されている。世界の主

要な製薬会社 15 社のうち、14 社が国内に拠点を構えていることから、メキシコは医薬品分野に

おける世界の主要な製造ハブの 1つとしての地位を確立しているという。また米国製薬会社協会

（ANAFAM）によれば、国内で販売されている医薬品の 10 個に 8 個がジェネリック医薬品であ

るとされる。IBD の研究では、USMCA 自体はジェネリック医薬品の製造を妨げるものとはならず、

条件や保護基準を左右するのはむしろ国内法であると結論づけている。その意味で、連邦産業

財産保護法はジェネリック医薬品の開発を妨げるものではないとも指摘しているが、実際には医

薬品原料や通知手続きに関する規制の変更など、未解決の問題もいくつか残されている。 

 

日付 2021 年 2 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 Quadrantin ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.quadratin.com.mx/economia/protege-impi-a-hersheys-de-invasion-de-
marca-en-mexico/ 

タイトル IMPI、メキシコにおける商標 Hershey’s を侵害行為から保護  
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日付 2021 年 2 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/las-oficinas-de-patentes-de-europa-y-mexico-dan-un-
ejemplo-de-eficacia-para-la-proteccion-de-la-ciencia-y-la-innovacion?idiom=es 

タイトル 欧州・メキシコの産業財産庁、科学とイノベーションの保護に実効性を示す 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は 2021 年 2 月 10 日、欧州特許庁（EPO）との間で 2019 年

11 月 4 日に署名された統合技術戦略特許協力協定が発効して、1 周年を迎える。メキシコに

おいて特許付与の迅速化を目的として、IMPI はこの合意に基づき、特許審査プロセスにて重複

する作業を排除し、EPO の作業成果物を活用している。これにより、メキシコにおける特許付与の

品質は維持されたままに手続きが簡素化され、審査に要する時間が大幅に削減された。これは

利用者にとって効率性が増すメリットがあるだけでなく、IMPI の審査官にとっても、EPO が提供す

るトレーニング、ツール、技術サポートを利用できることを意味している。IMPI はこれにより、欧州で

出願された特許の審査時間を 30%削減することができた。もしこの制度が導入されていなけれ

ば、2020 年に付与された特許はメキシコでの審査にさらに 2 年の時間を要していたとされる。欧

州で出願された特許について、IMPIは 2019年に 484件の付与を行なったのに留まったが、本制

度の導入以来、2020 年 12 月までに 3,261 件の特許を付与している。 

 

日付 2021 年 2 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Por-asimetria-IMPI-e-Indautor-no-
pueden-fusionarse-especialistas-20210210-0131.html 

タイトル IMPI と Indautor を合併させることのできない非対称性 

 

日付 2021 年 2 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 El Espanol ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elespanol.com/invertia/empresas/distribucion/20210211/guerra-tequila-
heineken-aprietos-indebido-cerveza-desperados/557945638_0.html 

タイトル テキーラ戦争：ビール Desperados の名称の誤用に悩まされる Heineken 社 
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日付 2021 年 2 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 Sol de San Juan del Rio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldesanjuandelrio.com.mx/local/unaq-abrio-nuevo-centro-de-
patentamiento-inauguracion-centro-de-patentamiento-unaq-6357369.html 

タイトル ケレタロ航空大学、特許センターを新たに開設 

 

日付 2021 年 2 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 Excelsior ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.excelsior.com.mx/nacional/conoces-a-algun-inventor-mexicano-hoy-los-
celebramos/1433207 

タイトル メキシコの発明家を知ろう。今日は彼らを祝福する日 

 

日付 2021 年 2 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/18/sociedad/en-declive-solicitudes-de-
patentes-ingresadas-al-impi/ 

タイトル IMPI に出願される特許件数が減少 

 

日付 2021 年 2 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 Siete 24 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://siete24.mx/tendencias/estilo/mexico-primer-lugar-en-venta-de-libros-pirata/ 

タイトル メキシコ、模倣品書籍の販売数で世界 1 位に 
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日付 2021 年 2 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/negocios/cual-es-la-forma-mas-facil-de-registrar-una-patente-
en-mexico 

タイトル メキシコでどのように特許を取得するか知っていますか？ 

 

 

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。 

 

 

 


