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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.57（2023年 1月分） 

2023年 2月 2日発行 

日付 2022 年 12 月 31 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 La Jornada ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.jornada.com.mx/2022/12/31/estados/022n3est 

タイトル バハカリフォルニア州の先住民族の織物デザインを保護へ 

日付 2023 年 1 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 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/jose-sanchez-perez-asume-la-titularidad-del-instituto-mexicano-
de-la-propiedad-industrial-322980?idiom=es 

タイトル ホセ・サンチェス・ペレス氏、メキシコ産業財産庁（IMPI）長官に就任

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）の新長官に就任したホセ・サンチェス・ペレス氏は、メキシコ

国立自治大学（UNAM）で経済学の学位、またユタ大学ソルトレイクシティ校で理学修士を

取得している。物流プラットフォーム「Interoceanic Corridor」（注：大洋間連絡物流路）の

一部を成す Tehuantepec Isthmus Railway 社の代表取締役も歴任した。また、インフラ・通

信・運輸省（SICT）、メキシコ国営石油会社（Pemex）、メキシコシティ市政府における高

官としての経験を豊富に有する。IMPI は、メキシコの起業家や発明家の知的財産権を保護

することを任務とする機関であり、公平かつ公正な経済発展を促進するために不可欠な活

動を展開している。

日付 2023 年 1 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 Portal El Punto Sobre LA i ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.elpuntosobrelai.com/defiende-la-industria-editorial-mexicana-la-propiedad-
intelectual-ante-la-aparicion-de-pagina-pirateca-com/ 

タイトル メキシコの出版業界、サイト「pirateca.com」の出現を前に知的財産保護を主張

日付 2023 年 1 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 Portal R3D ※公的機関による発表 YES NO 

https://www.jornada.com.mx/2022/12/31/estados/022n3est
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リンク https://r3d.mx/2023/01/09/r3d-se-une-a-la-alianza-de-la-sociedad-civil-latinoamericana-para-el-
acceso-justo-al-conocimiento/ 

タイトル R3D、知識への公正なアクセスを求めるラテンアメリカ市民社会同盟に加盟  

 

日付 2023 年 1 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 Portal Basham ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.basham.com.mx/marcas-entrada-en-vigor-de-la-12a-edicion-de-la-clasificacion-de-
niza/ 

タイトル 商標のニース分類第 12 版の発効について  

 

日付 2023 年 1 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 Heraldo  ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.heraldo.mx/tardarian-20-dias-transferir-mexicana/ 

タイトル 商標「Mexicana」の権利譲渡には 20 日を要する見通し 

 

日付 2023 年 1 月 16 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/finanzas/los-altos-costos-de-la-pirateria-
9472743.html 

タイトル 海賊版の高い代償 

 

日付 2023 年 1 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 Revista Mexico 
Desconocido 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://www.mexicodesconocido.com.mx/arroz-de-morelos.html 

タイトル モレロス州のコメが原産地名称による保護対象に 

 

日付 2023 年 1 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 Revista Ângulo 7 ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.angulo7.com.mx/2023/01/22/titulos-y-registros-de-invencion-de-impi-en-
puebla-bajan-57/ 

タイトル IMPI における発明関連の知的財産権の付与件数、9 ヵ月間で国内では 17%減少した

のに対し、プエブラ州では 57%減少 
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日付 2023 年 1 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 Revista Cronica ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.cronica.com.mx/academia/desmantelan-oficina-patentes-inecol-centro-
conacyt-martin-aluja-realiza-protesta.html 

タイトル 生態学研究所の特許事務所、国家科学技術評議会センターの解体に対し、マルティ

ン・アルハ氏が抗議 

 

_______________________________________________________________________________________ 

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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