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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.50（2022年 6月分） 

2022年 7月 2日発行 

日付 2022 年 5 月 30 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 Iluminet ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.iluminet.com/simon-revalida-el-sello-hecho-en-mexico/ 

タイトル 世界中の製品に価値を与え、国内で雇用を生み出す可能性を開くロゴマーク  

 

日付 2022 年 6 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 サイト Jornal Diario Puntual ※公的機関による発表 YES NO 

リンク http://diario-puntual.com.mx/busca-uaemex-patentar-algoritmos-que-identifican-enfermedades/ 

タイトル メキシコ州立自治大学、病気を特定するアルゴリズムの特許の取得へ  

 

日付 2022 年 6 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 TV Azteca ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/8-junio-dia-mundial-contra-falsificacion-pirateria-fbs 

タイトル 6 月 8 日は世界模倣品・海賊版対策デー  

 

日付 2022 年 6 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/impi-se-reune-con-representantes-de-la-inta-a-fin-de-conocer-
su-programa-de-trabajo-en-marcas-y-propiedad-intelectual-304753?idiom=es 

タイトル IMPI、INTA の代表者と会談し、商標と産業財産に関する作業プログラムについて学ぶ  

要約 国際商標協会（INTA）代表団のメキシコへの実務訪問の一環として、メキシコ産業財産庁

（IMPI）のアルフレッド・レンドン長官は、商標権者の権利を保護・促進することの重要性

について協力と対話を強化するため、同国の消費者の信頼向上や起業、経済成長を促すこ

とを目的とした会合を開催した。INTA 代表団のメンバーと IMPI 職員らは、商標の模倣行為

により、品質管理がなされておらずリスクをもたらす可能性のある製品に混同される消費

者らを保護する方法を探る必要があるとの点で意見が一致した。さらに INTA は、国立著作
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権庁、経済省規制・競争力・競争局、メキシコ国家関税庁、連邦行政裁判所産業財産問題

専門法廷の代表者と面会。ここでは、2022～2025 年までのラテンアメリカ地域における

INTA の戦略目標が示され、商標登録の要件、同地域における商標の影響とその評価や税

制、模倣品と INTA の対策活動、模倣品の輸入・輸出・通過に対する対策について話し合わ

れた。INTA は 1878 年の設立以来、商標権者の権利を促進しており、185 カ国以上が加盟し

ている。 

 

日付 2022 年 6 月 12 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 Diario de 
Chihuahua 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://www.eldiariodechihuahua.mx/economia/chihuahua-sexto-lugar-en-proteccion-de-
invenciones-industriales-20220611-1940173.html 

タイトル チワワ州、産業発明の保護分野で国内 6 位に  

 

 

日付 2022 年 6 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 Jornal El Sol de Hidalgo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elsoldehidalgo.com.mx/local/hidalgo-el-estado-mas-innovador-de-mexico-
8430256.html 

タイトル メキシコで最もイノベーティブ的な州、イダルゴ州 

 

日付 2022 年 6 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 AM Querentaro ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://amqueretaro.com/vsd/2022/06/18/mercado-libre-registra-mas-de-500-mil-
denuncias-por-pirateria-en-mexico/ 

タイトル Mercado Libre 社、メキシコで 50 万件を超える模倣品の報告を記録 

 

日付 2022 年 6 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 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-y-la-bsa-the-software-alliance-refrendan-
colaboracion-en-favor-de-la-innovacion-la-inclusion-digital-y-la-seguridad-
cibernetica?idiom=es 

タイトル IMPI 及び BSA - The Software Alliance、イノベーション、デジタルインクルージョ

ン、サイバーセキュリティのための協力関係を支持 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI） のアルフレド・レンドン長官は、同庁と BSA - The 

Software Alliance が数年前から戦略的提携を行なっており、合法文化の普及とクリ

エイターの無形資産の保護に尽力していると述べた。メキシコでイノベーションを
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促進し、開発と生産性を向上させるための条件を生み出すことを目的としたこの取

組みでは 2018～2022 年にかけて、コンピュータ・プログラムの合法的な使用が行

なわれているかを確認するため、IMPI が BSA とともに全国の様々な企業にて 2,184

回の視察を実施した。こうした訪問では、違法なソフトウェアを使用することの危

険性をユーザーに認識してもらうための情報提供も行われた。BSA のジェネラルカ

ウンセル兼副代表であるアダム・コアテス氏は、提携合意の締結を歓迎し、違法ソ

フトウェアの使用削減、そして産業財産保護の強化につなげるというアライアンス

の当初の目的を引き続き追求するとした。これらの取組みにより IMPI は、主要な

関係者との戦略的提携を強化させ、その結果として国内の経済成長、メキシコのク

リエイターを保護するツールとして産業財産権の使用と保護を促進・奨励する活動

の着実な推進を図っている。 

 

日付 2022 年 6 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 Revista IDC Online ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://idconline.mx/corporativo/2022/06/23/mexico-en-los-primeros-lugares-de-pirateria 

タイトル メキシコ、模倣品の取扱いで首位に立つ 

 

日付 2022 年 6 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 サイト Jornal El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elpais.com/mexico/2022-06-25/las-bibliotecas-depositarias-en-mexico-no-podran-
prestar-obras-sin-autorizacion-de-las-editoriales.html 

タイトル メキシコの寄託図書館、出版社の許可なく作品を貸し出せず 
 

_______________________________________________________________________________________   

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。
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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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