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メキシコ知的財産ニュース(月報)

Vol.58（2023年 2月分） 

2023年 3月 2日発行 

日付 2023 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 Portal Lasilla Rota ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lasillarota.com/nacion/2023/2/7/quien-es-el-dueno-de-la-marca-amlo-no-lo-vas-creer-
413596.html 

タイトル 商標 AMLO は誰のもの？その信じがたい答え 

日付 2023 年 2 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 Infochannel ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://infochannel.info/advierten-violaciones-en-propiedad-intelectual-en-chatgpt/ 

タイトル ChatGPT における知的財産権侵害への警鐘 

日付 2023 年 2 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 Jornal Expreso.Press ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://expreso.press/2023/02/08/personal-del-impi-visitara-negocios-que-no-pagan-por-uso-de-
musica/ 

タイトル IMPI 職員ら、楽曲使用料を支払わない企業を訪問へ 

日付 2023 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 Jornal El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://elpais.com/mexico/2023-02-09/la-pirateca-el-polemico-colectivo-ilegal-para-descargar-
libros-gratis.html 

タイトル 無料で本をダウンロードできる違法ポータルサイト「La Pirateca」が物議を醸す 

日付 2023 年 2 月 13 日 

特許関連 商標関連 意匠関連 
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分野 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 Periodigo Luces del Siglo ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://lucesdelsiglo.com/2023/02/13/estimula-pirateria-carencia-de-reglamentacion-
negocios/ 

タイトル 海賊版を助長する規制の欠如 

 

日付 2023 年 2 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 Aristegui Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://aristeguinoticias.com/1502/mexico/diputada-tlaxcalteca-busca-denominacion-de-
origen-para-tacos-de-canasta/ 

タイトル トラスカラ州選出の国会議員、カナスタ・タコスへの原産地名称を求める 

 

日付 2023 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 Universo da UV ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.uv.mx/prensa/general/uv-apuesta-por-el-impulso-del-cambio-tecnologico-
rector/ 

タイトル ベラクルス大学における技術イノベーションの推進への取組み  

 

日付 2023 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 Revista Vida Universitaria 
(UANL) 

※公的機関による発表 
YES NO 

リンク https://vidauniversitaria.uanl.mx/comunidad-uanl/uanl-potencia-inventora-de-mexico/ 

タイトル メキシコの発明力たるヌエボ・レオン自治大学 

 

日付 2023 年 2 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 Bru Noticias ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://brunoticias.com/mexico-debe-hacer-valer-tequila-argentina/ 

タイトル メキシコはアルゼンチンに対するテキーラの認識を高めよ 
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_______________________________________________________________________________________ 

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。     
_________________________________________________________________________________________
   
  
 


