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メキシコ知的財産ニュース(月報) 

Vol.4（2018年 8月分） 

2018年 9月 10 日発行 

日付 2018 年 8 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/entra-en-vigor-historica-reforma-a-la-ley-de-la-
propiedad-industrial-lpi-en-materia-de-marcas-169930?idiom=es 

タイトル 商標に関する歴史的な産業財産法の改正が施行される 

要約 8 月 10 日、主に商標に関するメキシコの改正産業財産法が施行された。これは同

国の知的財産システムの強化に加え、商標分野で創出される新たな価値に対する法

的な安全性の確保、新市場の開拓を可能とするための国内法と国際協定との整理統

合を目的としたもの。今回の改正のポイントは、商標の概念を「知覚を通じて捉え

ることができ、製品やサービスを識別させ、明確かつ正確に保護対象を規定できる

あらゆる標識」に拡大した点にある。同法第 89 条によると、商標として使用する

ことができる標識要素は、名称、文字、数字、図形及び色彩の組合せ、ホログラ

ム、立体物、屋号・店名・商号、（登録済みの店名等と混同されない範囲におけ

る）、個人名（登録済みの店名や商標と混合されない範囲における）、音、匂い、

複数の標識要素からなるもの、（大きさ・デザイン・色彩・レイアウト・ラベル・

包装・装飾・その他組合せにより製品やサービスを市場で識別できる要素を含め

た）イメージなどとなっている。さらに、市場で利用されることで標識的性質を得

た、すなわち「派生的意味」や「獲得された識別性」として知られる性質を備えた

慣用商標や記述的商標の登録が認められる可能性をも含んでいる。一方で、悪意を

持って登録されたと見なされた商標を取消す条項も改められ、法的に正当な所有者

から何らかの利益を得ようと意図的に出願された商標は登録されないことになる。

異議申立ての仕組みにおいても、申立人・被申立人の双方が証拠を提示することが

認められた。また同法第 183 条においては、メキシコ産業財産庁（IMPI）商標部が

出す決議・条件・登録情報等は、15 日毎に産業財産官報を通じて通知されると定

めている。 
 

改正産業財産法のリンク先： 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5534057&fecha=07/08/2018 
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日付 2018 年 8 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 El Economista ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Proteccion-de-los-derechos-de-propiedad-
20180812-0051.html 

タイトル 知的財産の保護 
 

日付 2018 年 8 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 Portal SIPSE ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://sipse.com/mexico/inah-anuncia-proteccion-disenios-indigenas-contra-plagios-
tiendas-zara-mango-307535.html 

タイトル 国立文化人類学・歴史財団がインディオのデザインを保護 
  

日付 2018 年 8 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/entrega-impi-declaratoria-de-marca-famosa-a-bodega-
aurrera?idiom=es 

タイトル IMPI、「Bodega Aurrera」に著名商標を宣言 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は 8 月 22 日、Walmart México & América Central 社傘下

のディスカウントストアブランドである「Bodega Aurrera」を著名商標として宣言

した。この商標が認知されるだけの商業上の特色を有し、メキシコの消費者一般に

広く認知されていることを指し示す調査結果が、商標所有者より示されたため。著

名商標として認められたことより、商標の価値向上とともに、国内に限らず国際的

にも一層認知されるようになる。知的財産法では、IMPI が著名商標を宣言すること

を認めている。これは製品の品質や市場での活動期間が長いことが大多数の消費者

により認識されていることの指標となるもので、すでに 30 の有名商標と、89 の著

名商標が宣言されている。著名商標の宣言を得るための要件は、知的財産法第 2 章

に規定されている。 
 

日付 2018 年 8 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 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/nutrisa-se-une-a-la-lista-de-marcas-famosas-
mexicanas?idiom=es 

タイトル Nutrisa、メキシコの著名商標に 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、アイスクリーム・自然食品などの食品流通会社

Nutrisa に対して、著名商標を宣言した。IMPI が付与した著名商標の数は、これで

89 に及ぶ。同社はこの認証を得るのに必要な、業界シェア、売上高、企業価値及

び商標の利用開始日、市場における活動期間、地理的な影響範囲や消費者による商

標の認知度を証明するための市場分析の実施などといった要件を満たした。Nutrisa
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は、Búfaro、Del Fuerte、Doña María、Herdez と並び、Herdez グループが保有する 5

番目の著名商標となった。 
 

日付 2018 年 8 月 24 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/4-616-140-productos-fueron-destruidos-durante-la-3ra-
destruccion-de-mercancia-asegurada-por-el-impi?idiom=es 

タイトル 第 3 回商品破壊セレモニーにて、IMPI が押収した 4,616,140 点の製品が破壊される 

要約 メキシコ産業財産庁（IMPI）は、8 月 24 日、第 3 回商品破壊セレモニーを実施し

た。様々な国から持ち込まれ、国内で投資を行なっている企業の知的財産権を侵害

していることにより税関で押収されたか、もしくは司法係争で同庁が押収した商品

など合計 4,616,140 点を破壊した。玩具、充電器、充電池、色鉛筆、髭剃り刃、腕

時計、ステッカー、ペン、葉巻箱、絵具、化粧品、シューズ、プラモデル、補聴

器、サプリメント食品、トナーカートリッジなどがこれに含まれている。同国の知

的財産システムを所管する IMPI は、知的財産権の侵害行為を阻止・防止するた

め、違反行為の疑いを調査し、訪問調査や各種措置を実行する責任機関である。

2015 年にアメリカ商工会議所（Amcham）メキシコ支部が実施した最新の調査によ

ると、雇用・税収の損失、消費者の安全や健康への影響を含めずとも、430 億ペソ

の損害をもたらしているという。  
 

日付 2018 年 8 月 29 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 El Pais ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://verne.elpais.com/verne/2018/08/28/mexico/1535412741_013952.html 

タイトル 「manteconcha」商標をめぐる争い 
 

日付 2018 年 8 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 La Tercera ※公的機関による発表 YES NO 

リンク https://www.latercera.com/pulso/noticia/nafta-nuevo-acuerdo-eeuu-mexico/302106/ 

タイトル NAFTA と米国・メキシコ間の新協定 
 

 

 

 

 

 



Copyright©2018 JETRO All rights reserved. 禁無断転載 

 4 

 

 

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。 

 


