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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.35（2021 年 3月分） 

2021 年 4 月 13 日発行 

日付 2021 年 2 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 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-impulsa-la-primera-comunidad-digital-de-mujeres-

innovadoras-265010?idiom=es 
タイトル IMPI、史上初となる女性イノベーターのデジタルコミュニティーを支援 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と共催した対話フォーラム

「メキシコの女性発明家と起業家：課題と機会」にて、発明家と事業家のジェンダーギャ

ップを超越するための支援やネットワーキングの機会を提供するデジタルコミュニティー

として、史上初となるメキシコの女性イノベーターネットワークが結成された。メキシコ

では 37%の発明特許の出願が、女性もしくは少なくとも 1 人の女性を含むグループから行な

われている。また個人が出願する商標数では、34%が女性によるものとなっている。IMPI の
フアン・ロザノ長官は、イノベーションにおける男女格差を減らし、発明や起業家精神へ

の女性の関与を増やすため、同ネットワークやその中で運営されるデジタルコミュニティ

ーに対する IMPI としてのコミットメントを表明した。同イベントには、WIPO を代表して産

業財産・イノベーションエコシステム担当副長官のマルコ・アレマン氏が参加した。 
 

日付 2021 年 3 月 3 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/union-europea-e-impi-lanzan-estudio-sin-precedentes-sobre-la-

influencia-de-la-propiedad-industrial-en-la-economia-mexicana-265489?idiom=es 
タイトル IMPI、EU とともにメキシコ経済における産業財産権の影響に関する初めての研究成果を発

表 
要約 欧州連合（EU）は、IP Key Latin America 事業を通じて、メキシコ産業財産庁（IMPI）と共同

で「メキシコにおける産業財産の経済的貢献」と題された研究成果を発表した。これは、

商標、特許、意匠、原産地指定、その他の創出される産業財産権の保護を受ける産業界

が、どのように同国経済に貢献したかの定量化を初めて図ったもの。2010～2019 年の間

に、商標・特許を最も多く保護した業界は、2019 年 GDP のうち 47.8%にあたる 1 千 150 万ペ

ソ相当の貢献を行なった。これらの産業は、2019 年の総雇用数の 33.6%に相当する 1,760 万

人の雇用を創出し、産業財産権の行使が少ない産業と比較して、平均で 18.1%高い賃金の支

払いを実現している。この調査はまた、産業財産を重用する業界により 2019 年に輸出され

た製品のうち、その実に 26.5%を占める欧州企業による製品輸出分野でのインパクトも指摘

された。さらに、産業財産を活用する欧州資本の企業が、2019 年にメキシコ国内に 170 万

人の直接雇用を創出し、さらに 170 万人の間接雇用も生んでいるという。IMPI のフアン・ロ
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ザノ長官によると、この調査は経済の発展と活性化を促すための戦略的スールとなる物

で、産業財産と富の創出の間に存在する直接的な関係を裏付けることができたものだとし

て、その重要性を強調した。 
 

日付 2021 年 3 月 3 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 Swiss Info ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.swissinfo.ch/spa/m%C3%A9xico-tequila_kendall-jenner-se-apunta-a-la-moda-del-

tequila-y-genera-pol%C3%A9mica-en-m%C3%A9xico/46417434 
タイトル ケンダル・ジェンナーがテキーラブームに加わり、メキシコで論争 

 

日付 2021 年 3 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/09/sociedad/crea-ipn-mascarilla-nasal-para-covid-19/ 

タイトル 国立工学研究所、COVID-19 対策の鼻マスクを開発 
 

日付 2021 年 3 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/estados/Jalisco-segundo-mayor-generador-de-patentes-en-

Mexico-20210310-0009.html 
タイトル ヌエボレオン自治大学、メキシコの産業財産登録でトップに 

 

日付 2021 年 3 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 El Sol de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/logra-la-uaeh-su-primera-patente-6504533.html 
タイトル イダルゴ州立自治大学（UAEH）、最初の特許を取得 

 

日付 2021 年 3 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 Economista ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Remdesivir-podria-ser-el-primer-

medicamento-en-utilizar-la-licencia-de-utilidad-publica-20210324-0158.html 
タイトル レムデシビルが公益ライセンスの対象となる初の医薬品になる可能性 

 

日付 2021 年 3 月 25 日 
特許関連 商標関連 意匠関連 
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分野 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 Almomento ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://almomento.mx/los-capitales-acciones-del-gobierno-para-apoyar-la-propiedad-

intelectual/ 
タイトル 産業財産を支援する政府の取組み 

 

日付 2021 年 3 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 サイト Business Insider ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://businessinsider.mx/propiedad-intelectual-e-industrial-mexico-patentes-activos-

intagibles-clarke-modet/ 
タイトル メキシコにおける知的・産業財産権に残された長い道のり 

 

日付 2021 年 3 月 27 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 Cuautla ※公的機関による発表 YES NO 
リンク https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/especial-morelenses-crean-airoz-un-generador-

de-ozono-portatil-6526669.html 
タイトル 不快な臭いを除去する製品をモレロス州出身者が開発 

 

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   
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TEL: +55-11-3141-0788, FAX: +55-11-3253-3351   
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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。 


