
 
 

Copyright©2017 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 
1 

 

 

 

メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.46（2022年 2月分） 

2022年 3月 2日発行 

日付 2022 年 2 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 Website Investing.com ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://mx.investing.com/news/stock-market-news/despacho-pcg-nombra-a-margain-ex-impi-
como-su-nuevo-socio-2282504 

タイトル PCG 法律事務所、元 IMPI 長官のマルガイン氏を新たにパートナーとして任命  

 

日付 2022 年 2 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 Revista La Voz de 
Michoacan 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://www.lavozdemichoacan.com.mx/michoacan/entrevista-michoacan/entrevista-mexico-esta-
inmerso-en-cultura-de-la-pirateria-plagios-son-a-diario-y-a-solo-unos-clics/ 

タイトル 模倣品文化に浸るメキシコ：数回クリックするだけで済む盗作は日常的に 

 

日付 2022 年 2 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 Jornal El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elpais.com/mexico/2022-02-07/gertz-manero-juez-y-parte-en-el-proceso-de-la-fiscalia-
contra-funcionarios-de-patentes.html 

タイトル 産業財産庁関係者に対する検察の「判事かつ利害関係者」であるゲルツ・マネロ氏  

 

日付 2022 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 TyN Magazine ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.clarkemodet.com/news-posts/5-tendencias-de-innovacion-tecnologica-en-la-
propiedad-intelectual-para-este-2022/3302926?_sm_au_=iVVLC27PMjMQ54CFKKQTWK37LBJkG 

タイトル 産業財産分野の 2022 年 5 つのトレンド  

 

日付 2022 年 2 月 15 日 
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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 Asuntos Legales ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.asuntoslegales.com.co/analisis/jorge-ortega-cruz-2938627/propiedad-intelectual-
colectiva-en-mexico-3302926 

タイトル メキシコにおける集団的産業財産  

 

日付 2022 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 Portal Udual Notícias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.udual.org/principal/2022/02/17/la-unam-protege-su-propiedad-intelectual/ 

タイトル メキシコ国立自治大学による産業財産を保護 

 

日付 2022 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 Jornal El Sol de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ciencia/entre-inventos-y-patentes-la-gran-
invencion-mexicana-7882065.html 

タイトル メキシコの大発明、発明と特許の間で 

 

日付 2022 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 ハリスコ州政府 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jalisco.gob.mx/es/prensa/noticias/139910 

タイトル ハリスコ州、特許出願件数で全国 1 位に 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）によると、2021 年の特許出願件数はハリスコ州が全国

1 位となり、合計 227 件登録されたという。これは、メキシコ全土の特許出願の州

別シェアで 20.32%にあたる。前年 2020 年の同州のシェアは 19.17%であった。特許

出願件数の 2 位はメキシコシティで 196 件、3 位はヌエボ・レオン州で 100 件、4

位はグアナフアト州で 94 件だった。国全体では特許出願件数が 1.32%減少したも

のの、ハリスコ州では 4.61%増加した。特許・実用新案・意匠を含む発明登録で

は、ハリスコ州が 467 件で 7 年連続 2 位を維持し、メキシコシティの 594 件に次い

でいる。グアナフアト州とヌエボ・レオン州はそれぞれ 330 件、304 件であった。

ハリスコ州で発明の出願が行なわれている主な応用分野としては、健康、モビリテ

ィ、家具、環境、農業、加工業、食品産業が挙げられる。 

 

日付 2022 年 2 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 Milenio ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.milenio.com/estados/oaxaca-crm-gana-amparo-denominacion-origen-mezcal 

タイトル メスカル規制評議会、原産地称呼の保護をオアハカ州にて獲得 
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https://www.elsoldemexico.com.mx/doble-via/ciencia/entre-inventos-y-patentes-la-gran-invencion-mexicana-7882065.html
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日付 2022 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 Jornal Asi Sucede ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://asisucede.com.mx/iifaem-asesora-artesanos-sobre-el-registro-de-marca/ 

タイトル メキシコ州職人技術研究所、職人を対象とした商標登録のガイダンスを実施 

 

_________________________________________________________________________________________ 

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。  

_________________________________________________________________________________________ 
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