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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.39（2021 年 7 月分） 

2021 年 8 月 2 日発行 

日付 2021 年 7 月 1 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 Razon de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.razon.com.mx/negocios/t-mec-amcham-pide-mexico-robustecer-derechos-propiedad-
intelectual-441239 

タイトル USMCA：在メキシコ米国商工会議所、メキシコに産業財産権の強化を要請 

 

日付 2021 年 7 月 2 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/alfredo-rendon-es-el-nuevo-director-general-del-impi?idiom=es 

タイトル 経済局長、イノベーション・競争力促進担当の新長官にアルフレッド・レンドン氏を任命 

要約 タチアナ・クルシエ経済長官は、メキシコ産業財産庁（IMPI）の新長官にアルフレド・レンドン氏を任命し

た。アルフレッド・レンドン氏は拝命にあたり、感謝の意を表すとともに、新たなステップを踏み出す IMPI にお

いてはメキシコ人の創作物や発明の保護を優先すること、そして手続き時間を短縮するためのサービス統合

や、国内に投資する人々に安心感を与え、経済発展の促進に貢献するとの初心を表明した。産業財産

権の分野で 25 年以上のキャリアを持つ同氏は、これまで IMPI の産業財産部門の副局長及び法務部長

を務めてきた。産業財産に特化した章を有するメキシコ・米国・カナダ間の貿易協定、メキシコ・欧州連合

間の自由貿易協定の近代化、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定などの交渉

チームの一員としても、優れた国際経験を有する。世界知的所有権機関（WIPO）でもメキシコを代表し

て参加し、現在は商標・意匠・地理的表示の規則に関する常設委員会の議長を務める。同氏は、メキシ

コ工科大学で法律の学位を取得後、パナメリカーナ大学で労働法と産業財産権・工業所有権の大学院

を修了し、開発のための米州間大学で経営学修士を取得した。同氏はフアン・ロザノ長官の後任を務め

る。 
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日付 2021 年 7 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 Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversal.com.mx/opinion/miguel-angel-margain/propiedad-intelectual-en-mexico-
un-ano-del-t-mec 

タイトル USMCA 発効から 1 年を経たメキシコの産業財産事情 

 

日付 2021 年 7 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 サイト Diario Contra Replica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.contrareplica.mx/nota-Cooperacion-Mexico-Francia-amplia-oportunidades-a-
productores-de-pequena-escala-Agricultura--2021778 

タイトル 農業：メキシコとフランスの協力関係が小規模生産者の機会を拡大 

 

日付 2021 年 7 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/empresas/Propiedad-intelectual-e-innovacion-claves-para-el-
desarrollo-social-y-economico-20210710-0010.html 

タイトル 社会・経済発展の鍵となる産業財産とイノベーション 

 

日付 2021 年 7 月 14 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 Revista Entrepreneur ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.entrepreneur.com/article/377304 

タイトル ハイネケン社、「テキーラ」表現の使用についてテキーラ規制評議会との友好的合意に達する 

 

日付 2021 年 7 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 Jornal El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/analisis/t-mec-oportunidad-para-innovacion-regional-
6965150.html 
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タイトル USMCA は地域のイノベーションの機会となる 

 

日付 2021 年 7 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 Jornal El Sol de Cuernavaca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/principio-de-deteccion-del-cancer-se-hizo-
en-morelos-6973217.html 

タイトル モレロスで開発されたがんの簡易検査キット 

 

日付 2021 年 7 月 19 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-lanza-la-comunidad-digital-de-la-red-de-
mujeres-innovadoras-y-propiedad-industrial-277571?idiom=es 

タイトル IMPI、「女性イノベーターと産業財産権のネットワーク」のデジタルコミュニティを開設 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）が世界知的所有権機関（WIPO）と共同で創設した「女性イノ

ベーターと産業財産権のネットワーク」のデジタルコミュニティが、タチアナ・クルージエ経済長官の主

導により立ち上げられた。同長官は、文化的、教育的、さらには社会的な障害によって、女性の

イノベーティブな可能性が十分に活用されていないと指摘。このため、同ネットワークが経済活動

への女性の参画強化を目的とした公共政策を具体化するのに貢献するだけでなく、起業や研究

に携わるメキシコ人女性の活動を可視化し、特に若い女性の活動を促進する場となると主張。

IMPI のアルフレド・レンドン長官は、単一国民登録コード（CURP）が IMPI の手続きで使用され

るようになったことで、ジェンダーに配慮するための情報が得られるようになったと指摘。例えば特許

出願の場合、平均して男性のみのグループからの出願が 64%、男女混合グループが 22%、女性

のみが 14%となっているという。同長官は、メキシコの女性発明家や起業家が自身の創造物を

保護するために産業財産権を利用することを奨励するためにも、使いやすいツールを備えたデジタ

ルプラットフォームを IMPI としても提供していると説明した。 

 

日付 2021 年 7 月 23 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 Jornal El Universal ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://es-us.noticias.yahoo.com/marcelo-ebrard-marca-registrada-103505310.html 

タイトル マルセロ・エブラルド外務大臣は、すでに商標に 



4 
 

 

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。  


