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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.48（2022年 4月分） 

2022年 5月 2日発行 

日付 2022 年 3 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/economia-impi-y-ompi-fortalecen-la-propiedad-industrial-de-las-
mipymes-298029?idiom=es 

タイトル 経済省、IMPI、WIPO が中小企業向けの産業財産権を強化 

要約 世界知的所有権機関（WIPO）のダレン・タン事務局長のメキシコ訪問の一環で、経済省、

メキシコ産業財産庁（IMPI）、WIPO は、クリエイターの製品やサービスをユニークなもの

にする特徴を尊重しつつ、多様化と商業的創出を達成するために産業財産権の利用を民主

化することの重要性について、中小零細企業との対話を行なった。タティアナ・クルティ

エール経済大臣は、ダレン・タン事務局長の訪問に謝意を述べ、よりよい市場の発展、産

業財産の保護、地域社会の発展という共通目標が世界の隅々まで行き渡ることを目指した

いと話した。ダレン・タン事務局長は、WIPO が今後もメキシコの中小企業、クリエイタ

ー、工芸品コミュニティーの経済成長と発展を促すために産業財産の活用を推進していく

と述べた。また、IMPI のアルフレド・レンドン長官は「産業財産は単なる権利ではなく、

雇用創出と投資誘致のための強力な触媒である。経済省のガイドラインに従い、産業財産

を通じて、成長と発展のために主要な経済分野を後押しし、経済の再活性化を目指す」と

話した。

日付 2022 年 4 月 8 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 Punto MX ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://punto.mx/2022/04/08/estas-listo-para-registrar-tu-marca-podrias-tener-el-90-de-
descuento/ 

タイトル 商標登録の準備は整った？90%割引で出願が可能に 

日付 2022 年 4 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 Jornal El Universal Puebla ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eluniversalpuebla.com.mx/nacional/impi-entrega-concesion-de-marca-y-logotipo-al-
aifa-por-10-anos 

タイトル IMPI、AIFA に商標およびロゴの 10 年間の使用権を付与 
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日付 2022 年 4 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 Merca 2.0 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.merca20.com/zara-vende-prendas-mexicanas-y-enciende-alerta-de-apropiacion-
cultural/ 

タイトル ZARA 社が「メキシコ製」の服を販売し、文化的流用への警戒感が高まる  

 

日付 2022 年 4 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 Portal Alcades de Mexico ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.alcaldesdemexico.com/notas-principales/congreso-de-edomex-va-contra-las-
artesanias-piratas/ 

タイトル メキシコ国会、手工芸品の模倣品への対抗措置を講じる  

 

日付 2022 年 4 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 サイト Portal Excelsior ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.excelsior.com.mx/nacional/guerra-ucrania-rusia-genera-contrabando-
mexico/1510570 

タイトル ロシアとウクライナの戦争により、メキシコへの密輸が増加 

 

日付 2022 年 4 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 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-secretaria-de-economia-por-medio-del-impi-impulsa-
el-fortalecimiento-de-las-mipymes-y-la-proteccion-de-su-propiedad-industrial?idiom=es 

タイトル 経済省、IMPI を通じ中小企業の強化と産業財産の保護を推進 

要約 経済省はメキシコ産業財産庁（IMPI）を通じて、経済開発省（Sedeco）及び中小企

業（MPMEs）による経済発展の促進に関心を寄せる共和国内のカウンターパート

32 州に向け、「経済活性化計画 2022 における IMPI の貢献としての特別価格キャン

ペーン」への参加を呼びかけた。このキャンペーンで IMPI は、国内で商業活動を

行う中小企業や個人を対象とした商標・利用通知・商号の登録申請料を 90%割引す

る。2022 年 4 月 26 日～5 月 26 日まで、Sedeco 及びカウンターパート州が選定し

た中小企業からの申請を対象に適用されるもの。IMPI のアルフレッド・レンドン長

官は、産業財産権が技術革新と起業家精神を促進する重要なツールであり、IMPI は

その使用と保護の促進に取り組んでいると説明した。また、Sedeco やカウンターパ

ート州が、中小企業の保護された製品やサービスを通じて国内外での取引を拡大す

るために決定的となるこの取組みに参加表明していることに感謝した。これらの取

組みにより、IMPI は戦略的提携を広げ、メキシコの経済成長とクリエイターに利益

を生み出す横断的なツールとしての産業財産の保護を促進するというコミットメン

トを改めて確約した。 
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日付 2022 年 4 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 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-celebra-el-dia-mundial-de-la-propiedad-
intelectual-300190?idiom=es 

タイトル IMPI、世界知的所有権の日を祝福 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、今年 2022 年の「WORLD IP DAY」を、より良い未

来のための若者とイノベーションに焦点を当て、祝福した。IMPI のアルフレッド・

レンドン長官は、このイベントの一環として、産業財産権を通じてメキシコの若者

の発明保護と起業家精神を奨励し、彼らの創造物の価値を高めることを目的とする

メキシコ青年協会（IMJUVE）との協力協定に署名した。また「メキシコ発イノベー

ション IMPI 大賞」によりメキシコ人発明家の功績を称えた。同長官は、「世界知

的所有権の日」は、創造性を称えるだけでなく、産業財産をより多くの若者に届け

るための道筋をつけるものとなったと指摘。また、メキシコ政府が業界団体や学術

機関と連携し、産業財産権の利用を奨励しそのアクセスを普及させることで、IMPI

がメキシコ人自らの創造物の価値を高めるためのツールを提供する同志であること

を見出すことができるよう、引き続き取り組んでいくと強調した。また「メキシコ

発イノベーション IMPI 大賞」授賞式では、「特許」「実用新案」「意匠」の部門

に加え、「クリエイティブ・ユース」部門でも受賞プロジェクトが発表された。 

 

日付 2022 年 4 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 Portal Grupo Em Concreto ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.grupoenconcreto.com/destacada/mexico-y-eu-dan-proteccion-a-la-
propiedad-intelectual-ken-salazar%EF%BF%BC/ 

タイトル メキシコ、米国とともに産業財産を保護 

 

日付 2022 年 4 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 Jornal El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-permanece-en-la-lista-de-vigilancia-
de-EU-sobre-propiedad-intelectual-20220427-0059.html 

タイトル メキシコ、米国の産業財産権「監視リスト」に残る 
 

_______________________________________________________________________________________  

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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