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E．商標
１ 産業財産権制度の枠組
１．１ 保護対象
（１）商標の定義
第 88 条
商標とは，提供する商品若しくはサービスを市場における同種又は同範疇の他の商品若し
くはサービスと区別する視覚的な標識を言う。
（２）商標の区分
第 89 条
次の標識は商標として認められる。
(I) 十分に顕著性を有し，それが付されている又は付される予定である商品若しくはサー
ビスを同種若しくは同範疇の他の商品若しくはサービスから区別することを可能とする視
覚的な名称及び図形
(II) 立体の形状
(III) 商号及び会社名称若しくは企業名称。ただし，第 90 条に該当するものは除く。およ
び，
(IV) 個人の固有名称。ただし，登録商標又は公示されている商号と同じものは除く。
１．２ 登録要件
商標登録することができない標章は産業財産法第 90 条に規定されている。
第 90 条
次のものは商標として登録することができない。
(I) 視覚的であっても動きで表現される，立体の動態的若しくは変容的な名称，図形又は
形状
(II) 商標の保護が求められる商品又はサービスの技術的若しくは普通に用いられる名称，
及び日常の用語や営業慣行により当該商品若しくはサービスの普通名又は一般的呼称とな
っている言葉
(III) 公有財産である又は一般公衆の利用することができるものとなっている立体の形状，
他との区別を容易とする独自性を欠く立体の形状，及び商品の普通若しくは日常的な形状
又は性質若しくは工業的機能によって定まる形状
(IV) 特質を全体として判断する時，商標保護を与えようとしている商品若しくはサービス
を説明する全体のものと認められる立体の名称，図形若しくは形状。これらは，取引にお
いて，商品の種類，品質，数量，構成，用途，価格，原産地名称又は生産時期を特定する
機能を果たす説明的若しくは指示的な用語を含む。
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(V) 互いに孤立した文字，数字又は色彩。ただし，それらがそれらに特別顕著性を与える
働きをする符号，図形若しくは名称等の要素と結合しているか又はそれらを伴っている場
合は別とする。
(VI) 他の言語への翻訳文であって，登録することができない言葉についての恣意的に変更
した綴り又は人工的な構成
(VII) 国家，州，市その他の行政主体の紋章，旗若しくは記章を無許諾で複製又は模倣し
た標識，及び国際機関，政府機関若しくは NGO その他公認された組織の名称，略称，標
章または紋章，並びにそれらに関する呼称
(VIII) 所轄官庁の許可なくメキシコ国で採用する管理若しくは保証用の公的標識若しく
は公印を複製又は模倣した標識，又は硬貨，銀行券，記念硬貨その他メキシコ国若しくは
外国の法貨を複製若しくは模倣した標識
(IX) 公認の見本市，物産展，集会，文化行事又はスポーツ大会において授与される勲章，
メダルその他の賞の名称又は図式表示を複製又は模倣する標識
(X) 固有又は普通の地理学上の名称及び地図，さらには国を示す名詞又は形容詞で，商品
又はサービスの出所を表示しそのような出所に関する混同若しくは誤認を生じさせる可能
性があるもの
(XI) ある商品の製造で知られている都市若しくは場所の名称で，それら商品を保護するた
めにつけられているもの。ただし，特異性がありかつ混同の虞がない私有地の名称で，そ
の所有者の同意が得られているものは除く。
(XII) 人の名称，筆名，署名及び肖像で，その人若しくは，その人が故人である場合は，
その生存配偶者，直系血族及び養子孫及び傍系親族(共に 4 親等後までの順で)の同意を得
ていないもの
(XIII) 知的若しくは芸術的作品の表題，出版物及び定期刊行物の表題，想像上若しくは象
徴的キャラクター又は実在人肖像の名称，芸名，及び演芸グループの名称で，対応する権
利の所有者からそれらの登録についての明示の承認を得ていないもの
(XIV) 公衆を欺き又は誤認させる虞のある立体の名称，図形又は形状であって，保護しよ
うとする商品若しくはサービスの性質，構成成分又は品質についての虚偽表示を構成する
と理解されるもの
(XV) 商品若しくはサービスに使用されるものとしてメキシコで周知であると産業財産権
庁が判断する又は宣言する商標と同一若しくは類似した立体の名称，図形又は形状。
本号による禁止は，登録が求められている当該商標の使用が以下のような場合に適用され
るものとする。
(a) 周知商標の所有者との混同若しくは提携関係の誤認を生じさせる虞がある場合，
(b) 周知商標の所有者に無許諾の盗用である虞がある場合，
(c) 周知標章の信頼性を害する虞がある場合，
(d) 周知商標の顕著な特徴を希釈化する虞がある場合。
本号による禁止は，
登録出願人が周知商標の所有者である場合は適用されないものとする。
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(XV の 2) 商品若しくはサービスに使用されるものとして，第 II 章の条項に基づき有名と
産業財産権庁が判断又は宣言する商標と同一若しくは混同させる程に類似した立体の名
称，図形又は形状
本号による禁止は，
登録出願人が有名商標の所有者である場合は適用されないものとする。
(XVI) 先に出願がなされ登録を待っているか又は既に登録されて効力を有する別の商標と
同一若しくは混同させる程に類似しており，かつ同一若しくは類似する商品又はサービス
に使用される商標。ただし，既に登録されているものと同一の商標であっても，類似の商
品若しくはサービスへの使用のために同一所有者によって出願される場合は除く。
および，
(XVII) 当該商標によって保護しようとする商品若しくはサービスの製造若しくは販売又
は提供を主たる業務とする会社又は工業，商業若しくはサービスの事業所によって使用さ
れる商号で，当該商標の登録出願日又は最初の使用の宣誓日よりも前に使用されているも
のと同一若しくは混同させる程に類似している商標。ただし，この規定は，当該商号の所
有者による商標登録出願の場合には，他の同一の商号が公示されていない限り適用されな
い。
１．３ 権利期間
商標登録の存続期間は出願日から 10 年で、何回でも更新することができる。
第 95 条
商標登録の存続期間は出願日から 10 年とし，同一の存続期間で何回も更新することがで
きる。
１．４ 権利の効力範囲
（１）商標の使用
第 87 条
生産業者，取引業者及びサービス提供業者は，その遂行する事業，取引又はサービス提供
においていくつかの商標を使用することができる。ただし，その商標を排他的に使用する
には産業財産権庁への登録を必要とする。
（２）類似商標の使用禁止
第 91 条
次の場合には，登録商標又は登録商標と混同させる程に類似する商標は，事業所又は企業
の商号若しくは会社名称又は企業名称として又はその一部として使用することはできな
い。
(I) 当該事業所若しくは企業が，当該商標が使用される対象と同一若しくは類似した商品
若しくはサービスの生産，輸入又は販売に従事し，かつ
(II) 当該商標の商標権者若しくはその他の権限者による書面上の同意を得ていない場合。
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上記に違反した場合は，登録商標若しくは登録商標と混同させる程に類似した商標を商号
若しくは団体名称又は企業名称から除去し，かつ，損害賠償を請求される可能性があるほ
か，本法に定める独自の制裁の対象となる。
本条の規定は，登録商標の出願日又はその最初の使用の宣誓日より前に上記の商標を組み
入れている商号及び会社名称若しくは企業名称については適用しない。
（３）排他的使用権の対象外となる例
第 92 条
商標の登録は，次の者には対抗力を有していない。
(I) メキシコの領土内において同一若しくは類似の商品若しくはサービスのために同一若
しくは混同させる程に類似する商標を使用する善意の第三者で，その使用を当該商標の出
願日若しくは最初の使用の宣誓日より前に平穏に開始している者。そのような第三者は，
当該商標登録の公示日から 3 年以内に自己の使用している標章の商標登録出願を行うこ
とができる。
ただし，それに先立ち，当該商標の無効宣告を申請しその宣告を得ておく必要がある。
(II) 登録商標が使用される商品を，それが当該商標の商標権者又はその使用権者によって
合法的に市場に導入された後に，販売，配給，取得若しくは使用する者
上記の行為は，本法に基づく規則の適用を条件として，メキシコ国内での使用，配給又は
販売のために行われる登録商標使用対象たる合法的な商品の輸入も含むものとする。
(III) 個人又は企業を問わず，自己の名称又は会社名称若しくは企業名称をその生産若しく
は販売する商品，提供するサービス，又は運営する企業の名称として，又は自己の商号の
一部として使用する者。ただし，そのような名称が継続的に使用され，かつ商標としての
登録若しくは商号としての公示がなされている同音語と明確に区別することができる特性
を有することを条件とする。
本条に規定する行為は何れも，本法の意味での行政上の法規違反及び犯罪を構成しない。
１．５ 使用分類
メキシコは 2001 年 3 月 21 日にニース協定に加盟し、商品・サービスの分類には、ニー
ス分類を採用している90。
出願人は登録対象とする商品・サービスの分類を自ら指定することができるが、どの分
類に属するかは、最終的には産業財産権庁によって決定される。
第 93 条
商標は，本法に基づく規則に規定される分類に従い，特定の商品若しくはサービスに関し
て登録される。
ある商品若しくはサービスがどの類に属するかは，最終的には産業財産権庁によって決定
される。
90

特許庁、新興国等知財情報データバンク、
「メキシコにおける産業財産権制度」
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/4479/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
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第 94 条
ある商標が一旦登録されると，その保護対象としての商品若しくはサービスの数は，同一
類に属するものについても増やすことはできない。ただし，対象の商品若しくはサービス
の数を縮減することは，要請のあるごとに可能である。
登録商標をもって異なる商品若しくはサービスを保護するには，新規に登録を得なければ
ならない。
１．６ 出願日の認定要件
第 121 条
出願時において第 113 条(I)，(II)及び(IV)，第 114 条，第 179 条並びに第 180 条の要件
が満たされている場合は，その日が出願日となる。出願時にそれら規定の要件が充足され
ていない場合は，所定期間内にそれらが補正された日が出願日とみなされる。
出願日は複数出願間の優先性を決定する。
本法に基づく規則において，出願その他の書類を産業財産権庁に提出する別段の手段を定
めることができる。
１．７ 優先権
国際条約に加盟している他の国における最初の出願から 6 か月以内にメキシコに出願す
ることで、商標の優先権が認められる。優先権を主張する際には、IMPI への出願時に優
先権の基礎となる出願の証拠を提出する必要がある。
なお、
優先権が主張された場合、
IMPI
の商標審査官は優先権の根拠となる先行出願と同一の商標であることを確認する91。
第 117 条
商標登録の出願が，国際条約に規定された期間内に又は，そのような期間の規定がない場
合には，他の国での出願日から 6 月以内にメキシコでなされた場合は，最初の出願国での
出願日が優先日と認められる。
第 118 条
前条にいう優先日が認められるためには，次の要件が満たされる必要がある。
(I) 登録出願時に，優先権を主張しかつ原出願国を明示し原出願国での出願日についての
証拠を提出すること
(II) メキシコでの出願において，外国での出願に係わる商品又はサービスを超えるものに
ついての優先権主張は認められない。そのような主張がなされた場合は，優先権は，原出
願国での出願において記載された商品及びサービスについてのみ優先権が認められる。
(III) 国際条約，本法及び本法に基づく規則に定める要件が，出願日から 3 月以内に満たさ
れること，かつ
(IV) ［廃止］

91

現地事務所への調査結果
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１．８ 新規性喪失の例外適用
商標制度において、新規性喪失の例外適用に関する規定はない。このような規定は、産
業財産法第 17 条に該当し、特許のみを対象としている92。
１．９ 出願公開
商標出願は、
実体審査で法律及び規則上の要件の充足が確認されると登録証が発行され、
産業財産公報(官報)によって公示される。
第 127 条
商標の登録及びその更新の決定は、官報によって公示される。
１．１０ 情報提供制度及び異議申立制度
（１）情報提供制度
商標出願に関して第三者による情報提供制度はない93。
（２）異議申立制度
権利付与の前後に関わらず異議申立制度はない94。
１．１１ 審判制度
（１）拒絶査定不服審判
商標の拒絶査定に対する不服審判の制度がある95。
（２）無効審判
商標の登録に法的な問題がある場合、無効を求める訴訟を起こすことができる。無効の
理由によって、訴訟の有効期間が異なる。
なお、2014 年の IMPI による報告書 “IMPI en CIFRAS (Figure of IMPI)”の数値と
比較すると、無効の処分のほとんどは商標が対象であることがわかる96。
①無効理由
第 151 条
商標登録は，次の場合は，無効とする。
(I) 登録が，本法若しくは登録時に効力を有していた他の法規定に違反して付与された場
合

92

現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
94 現地事務所への調査結果
95 特許庁、新興国等知財情報データバンク、
「メキシコにおける産業財産権制度」
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/4479/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
96 IMPI、http://www.impi.gob.mx/QuienesSomos/Paginas/IMPICifras.aspx
(最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
93
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本号の規定に拘らず，商標登録無効訴訟は，当該登録の出願人の人格代表者の不存在を理
由として提起することはできない。
(II) 登録商標がその登録出願日前にメキシコ又は外国で同一若しくは類似の商品又はサー
ビスに関して使用されていたものと同一若しくは混同させる程に類似する場合
ただし，そのような先使用による優先的権利を主張する者が当該登録の出願日又は，該当
する場合は，当該登録を受けた者による最初の使用日より前にその商標を係属的に使用し
ていたことを証明しなければならない。
(III) 願書に記載された虚偽の情報に基づいて登録が付与された場合
(IV) 登録が，錯誤，過誤又は判断違いによって付与され，それが同一若しくは類似の商品
又はサービスに使用される同一若しくは混同させる程に類似する商標についての登録であ
るために既存の別の登録商標が侵害されると考えられる場合，および
(V) 外国で登録されている商標の商標権者の代理人，代理店，使用権者又は配給者が，商
標若しくはそれと混同させる程に類似する商標の登録を当該外国登録商標の商標権者の明
示の同意を得ることなく自己の名で，出願し登録を得た場合。このような場合は，当該登
録は，悪意で得たものとみなされる。
本条に基づく無効の訴は官報による当該登録の公示が効力を生じた日から 5 年間提起す
ることができる。ただし，(I)及び(V)に基づく訴訟についてはいつでも提起することができ，
また(II)に基づく訴訟は上記の日から 3 年内に提起しなければならない。
②職権による無効手続
第 188 条
産業財産権庁による行政的決定の手続は，職権により，又はそれについて法的利害関係を
有しかつ請求理由を明示するいかなる者の請求によって開始することができる。同様に,
何人も，産業財産権長に対し，職権による行政的決定の手続を開始するに足る理由の存在
を書面にて通知することができる。それが妥当な場合，産業財産権庁は当該通知情報を，
行政手続開始を決定する根拠とすることができる。
（３）取消審判
①取消理由
商標権者は登録した商標を使用する義務を負うため、当該商標が 3 年以上使用されなか
った場合、第三者は、当該商標に対する不使用による取消請求をすることができる。不使
用により取り消された商標権者は、商標登録に関する権利を喪失する。
第 152 条
商標の登録は，次の場合に満了となる。
(I) 本法の規定に従い更新されない場合，および
(II) 商標がその消滅の行政的決定を求める請求の前連続した 3 年間に使用されていない場
合。
ただし，産業財産権庁において当該不使用について正当事由が存在すると判断する場合は
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この限りでない。
第 153 条
ある登録商標が，商業界の実際においてかつ公衆による当該商標の一般的な使用の中で，
使用対象である商品若しくはサービスを識別させる手段としての顕著性を失ってしまう
ような態様で，その商標権者が当該商標を使用対象である商品若しくはサービスの 1 又は
複数のものを示す一般的名称に変容させ又は他者をしてそうさせた場合は，当該商標登録
の取消理由となる。
第 154 条
登録商標の所有者は，いつでも，書面により当該登録の取消を求めることができる。産業
財産権庁は，本法に基づく規則に定める場合には，そのような申請書に付された署名につ
いて公証を要求することができる。
②職権による取消
産業財産法第 155 条において、職権により、商標登録の取消等の決定を行政目的のため
に行うことができるとされているが、実務上は職権により決定がなされることは極めてま
れである97。例えば次のような事例がある。
2009 年に、メキシコではインフルエンザ(AH1N1 型)が大流行した。この疾患を治療す
るのに使用される「TAMIFLU(タミフル)」(登録商標)と称する治療薬があり、メキシコ政
府は同治療薬の普及を容易にするため、商標登録の取消しを望んだが、実際には IMPI に
おいて取消し請求の審理が行われることはなかった。
第 155 条
産業財産権庁は，職権で，当事者の請求で，又は連邦政府の利益に資する場合には連邦検
察官の請求により，商標登録の無効，消滅又は取消の決定を行政目的のために行うことが
できる。第 152 条(I)にいう消滅については，産業財産権庁による行政決定を必要としな
い。
１．１２ 早期審査制度
商標の早期審査制度はない98。

97
98

現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
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２ 出願・登録の手続
２．１ 基礎情報
（１）出願から登録までの流れ
商標の出願から登録までの流れを図に示す99。

商標の出願から登録までの流れ

99

特許庁、新興国等知財情報データバンク、
「メキシコにおける産業財産権制度」
http://www.globalipdb.jpo.go.jp/laws/4479/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
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（２）願書
第 113 条
商標の登録のためには，次の情報を記載した願書を産業財産権庁に提出しなければならな
い。
(I) 出願人の名称，国籍及び住所
(II) 商標を構成する識別性ある標識。これが記述的要素を体現したものか又はそのような
要素を含んでいないか，立体のものか，それらの混在的なものかを明示する必要がある。
(III) 当該商標が最初に使用された日(これは後に訂正することはできない)，又はそれが未
だ使用されたものでないことの記載。何らの表示もされていない場合は，当該商標は，未
だ使用されていないものとみなされる。
(IV) 当該商標が使用される商品若しくはサービス，および
(V) 本法に基づく規則で定められる他の一切の事項
２．２ 出願に用いる言語
商標の出願においては、スペイン語を用いることが義務付けられている。
第 179 条
本法及び本法から派生する諸規定に基づき提出される出願又は申請は，スペイン語の書面
で行われなければならない。
他の言語で作成された書面を提出する場合には，スペイン語の翻訳文を添付しなければな
らない。
２．３ 翻訳文の提出
特許、実用新案、意匠、商標など産業財産法で規定されている権利の出願は、スペイン
語で書面を提出することが義務付けられている。他の言語で作成された書面を提出する場
合、スペイン語の翻訳文を 20 日以内に提出する必要がある（産業財産法第 179 条）
。
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２．４ 出願・登録の手数料
（１）出願から登録までにかかる費用
メキシコの商標出願では、審査請求制度がなく、出願時に出願手数料と登録手数料を同
時に徴収する。
費用(メキシコペソ)
2,303.33

出願及び登録手数料
（２）商標権の維持にかかる費用

費用(メキシコペソ)
2,433.41

存続期間更新料

３ 審査業務
３．１ 審査業務体制
2013 年の AIPPI-JAPAN による調査では、商標の審査官は 57 名であった100。
商標の審査業務の分担は、方式審査と実体審査の 2 つのグループに区分される101。方式
審査のグループでは、ニース分類にしたがって審査待ちの商標出願がすべての審査官に割
り振られ、出願の基礎的要件を審査する。実体審査のグループにおいては、分類に関係な
く処理中の出願件数に応じて、3 つの実体審査の部門に割り当てられる。
３．２ 審査の手順
（１）審査の種別
以下の順で審査が行われる102。
・方式審査
・実体審査(絶対的識別性、公序良俗違反を含む)
（２）方式審査
商標出願が受理された後、方式審査が行われ、要件を充足していない場合には補正命令
が発せられる。補正命令に応答しない場合、又は応答内容が不十分な場合には、出願は放
棄処分となる。
第 119 条
願書が受理されると，本法及び本法に基づく規則に定める要件が満たされているか否かに
ついて，願書及び付属の書類についての方式審査が行われる。

100
101
102

AIPPI-JAPAN 調査(2013)
IMPI への調査結果
現地事務所への調査結果
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（３）審査順
審査は出願順に実施される。
３．３ 実体審査の範囲
（１）実体審査の内容
方式要件を充足した出願については、商標の識別性、先行商標との類否等についての実
体審査が行われる。
実体審査には、絶対的識別性(Inherent distinctiveness)、商品・サービスとの関係にお
ける識別性、先行商標との類否判断が実体審査に係る主要な要件となる103。
第 122 条
方式審査が完了し次第，当該商標が本法の条項による登録を受ける適格を有するか否かを
判定するための実体審査が行われる。
願書又は付属書類が法律若しくは規則による要件を満たしていない場合，又は当該商標登
録についての障害又は事前行為がある場合は，産業財産権庁は，その旨を書面で出願人に
通知すると共に，2 月の猶予期間を与えてそのような誤り若しくは遺漏を補正し，また該
当の障害や事前行為に関し出願人の最善の利益に資する表明を行うよう促すものとする。
出願人が与えられた期間内に補正その他適切な対応を行わない場合は，当該出願は，放棄
されたものとみなされる。
３．４ 分類付与
ニース分類に従う商品・サービス分類の付与は出願人が行うこととされ、付与されてい
る分類が適切でない場合は、審査官が出願人に補正を求める104。
３．５ 審査結果の通知
商標出願の審査結果は、書類の郵送によって代理人に伝えられる。商標出願が登録の要
件を満たさない場合は、
審査官は書面によって出願人に拒絶理由を通知する。
この通知は、
オンラインシステムあるいは電話では行われない。通知の内容は審査結果及び拒絶の理由
を含む105。
３．６ 拒絶理由通知に対する応答
（１）拒絶理由通知
商標出願が実体審査の要件を満たしていない場合には、出願人に拒絶理由が通知され、
反論の機会又は補正の機会が与えられる。拒絶理由への対応としては、指定商品・サービ
スの減縮があり得る。

103
104
105

現地事務所への調査結果
IMPI への調査結果
現地事務所への調査結果
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（２）コンセント制度
商標の拒絶理由が先行商標に対する類似である場合、
先行商標の権利者の同意があれば、
類似する後願の商標を認めるコンセント(同意書)制度が一部の国・地域で採用されている。
メキシコの産業財産法では、コンセント制度に関する明確な記載がない。従来は、先行
商標に対して同一もしくは類似の商標であっても、先行商標の権利者の同意書がある場合
には、後願の商標を認めることが審査の運用においてなされていた。しかし現在は、消費
者の混同を惹起しないために、審査は厳格に行われる方向にあり、同意書があっても後願
の商標は拒絶される例が増えている106,107。
３．７ 審査の品質管理
IMPI は商標の審査品質を一定に保つために、以下の対策を行っている108。
・商標審査官への内部研修
・模擬審査による審査官の評価
・審査部門内の研修
・審査官と企業や特許事務所等の外部とのミーティング
審査官と産業財産権制度に関わる企業や事務所とのミーティングは毎月開催している。
このほかに、IMPI は数値化した活動目標(Accountability Indicators)を掲げ、公表してお
り、審査官の審査件数や審査期間などの業績を評価、管理している。
３．８ 審査官の育成
IMPI では商標審査官に対して以下のような研修を行っている109。
・IMPI における内部研修
・e-ラーニング
・WIPO の研修
・外国知財庁主催の研修
・海外への派遣研修
・外部のセミナー（国立大学及び裁判所におけるセミナーなど）

Olivia & Cia, “New practice on acceptability of letters of consent”, World Trademark Review (2008)
http://www.worldtrademarkreview.com/Daily/Detail.aspx?g=dc7adca2-2651-447a-b118-1c26f0836b5b
(最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
107 Eryck Castillo and Carolina Ponce, “Co-existence agreements in Mexico - a window of opportunity”,
World Intellectual Property Review (2011)
http://www.worldipreview.com/article/co-existence-agreements-in-mexico-a-window-of-opportunity
(最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
108 IMPI への調査結果
109 IMPI への調査結果
106
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４ 統計情報
４．１ 出願・登録
WIPO が集計しているメキシコの産業財産権統計から、商標の出願件数と登録件数のう
ち、2009 年～2013 年の 5 年間分を表に示す110。
商標の出願件数と登録件数(2009～2013 年)
出願件数
全数
（内外国出願）
（内日本から）

2009 年

登録件数
全数
（内外国出願）
（内日本から）

2009 年

81,937
22,660
668

63,015
20,995
569

2010 年

2011 年

94,457
25,529
825
2010 年

100,281
29,190
1,093
2011 年

62,989
18,164
589

68,234
22,277
742

2012 年
105,825
29,815
1,188
2012 年
82,170
25,601
988

2013 年
103,994
21,624
1,032
2013 年
81,985
22,700
1,136

４．２ 審査期間
メキシコの商標の審査基準は公開されていないものの、IMPI の内部規定では審査は以
下のように実施される111。
（１）基本的な審査期間
出願に拒絶の理由がない場合、IMPI は出願日から最初の 6 か月以内にその商標を登録
する。
（２）方式審査と出願人の応答期限
IMPI は出願日から 4 か月以内に方式審査を行う。出願に方式上の不備があった場合、
出願人は IMPI の通知から 4 か月以内に応答をしなければならない。
（３）実体審査と出願人の応答期限
方式審査を通過すると、IMPI は実体審査を行い、拒絶理由がある場合には 3 か月以内
に出願人に通知する。IMPI からの拒絶理由通知に対し、出願人は 4 か月以内に応答をし
なければならない。

110
111

WIPO、http://ipstats.wipo.int/ipstatv2/ (最終アクセス日：2015 年 2 月 10 日)
IMPI への調査結果
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４．３ 審査通知・最終処分
IMPI への質問票の回答によると、2014 年 1 月 1 日から 10 月 31 日までの期間に、商
標出願に対して下された登録、拒絶、その他の査定は以下の表のとおりである112。
査定結果

件数

登録

80,226

拒絶

4,199

その他

9,437

合計

94,862

４．４ 審判請求
商標の審判請求に関する統計は機密となっており、公開されていない113。しかし、2014
年 1 月から 6 月で 320 件以上の無効及び取消の審判が請求されている。年間の請求件数は
600 件前後である114。
４．５ 訴訟
（１）行政訴訟
行政不服訴訟に関して公開された統計情報はない115。
（２）民事訴訟
メキシコでは 2014 年 1 月～6 月の半年間で、商標侵害に関して 202 件の訴訟が行われ
116
た 。年間では約 400 件程度である。

112
113
114
115
116

IMPI への調査結果
IMPI への調査結果
現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
現地事務所への調査結果
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IV．インド

V．ロシア

視覚的に認識するこ
登録拒絶の絶対的理
絶対的拒絶理由、相
とができる標識であっ 絶対的拒絶理由と相 絶対的拒絶理由(第 由(第9条)と、先の商
対的拒絶理由ともに
て，識別性を有するも 対的拒絶理由(第90 135条)と相対的拒絶 標との混同等を規定
規定されている(第
の(第122条)、不登録 条）
する登録拒絶の相対
理由(第136条）
1483条)。
事由(第124条)
的理由(第11条)

I．ブラジル

有
(第158条)

無

出願公開

情報提供
無

無

無

有
(145条)

無

有
何人も出願公開後に
情報提供できる(2014
年改正第1493条)。

有
有
出願後速やかに公告
(第1493条)
される(第20条)。

権利付与日から10年
存続期間は10年であ 存続期間は10年で
登録日から10年、10 出願日から10 年と
間存続し、10年ごとに
権利期間
年ごとに更新できる し，何回も更新するこ
る(第25条(1))。10年 あって、10年ごとに更
更新できる(第152
(第133条)。
とができる(第95条)。
ごとに更新できる。
新できる(第1491条)。
条)。
有
有
所定の博覧会に展示
有
博覧会に展示した日
された日から6か月以
(大統領令
から6か月以内に出 無
新規性喪失の例外
無
内に出願した場合に
75,572/75、1975年
願した場合に適用で
適用できる。適用によ
施行)
り、出願日が遡及する
きる(第141条)。
(第1495条第2項)。

登録要件

Ｅ．商標

項目

419

有
何人も公告日から60
無
日間、申立できる(第
158条)。

I．ブラジル

早期審査
無

無

無効審判

II．メキシコ

有
有
行政無効(第168条)、
(第151条)
司法無効(第173条)

無
無
有
拒絶査定が公告され
拒絶査定不服審判 てから60日以内に不 有
服審判を請求すること
ができる(第212条)。

異議申立(付与後)

異議申立(付与前)

項目

無

V．ロシア

有
有
出願人が出願日から
出願人が請求できる
6か月以内に請求で
(規則38)。
きる。

有
当事者が請求できる
(第172条)。

無

有
利害関係人が請求で
有
きる。一部の理由は、
利害関係人が請求で 登録公告がされた日
から５年以内に限り請
きる(第57条)。
求することができる
(1512条)。

無

有
何人も公告があった
日から3月以内に申
立できる(第21条)。

IV．インド

無
有
有
有
出願人が拒絶査定を
拒絶された日から10 拒絶査定通知を受け 受領した日から３か月
執務日以内に請求で た日から3か月以内に 以内に請求できる(第
きる。
請求できる(第91条)。
1500条)。

III．コロンビア
有
利害関係人は出願公
表の日から60日以内
に申立できる(第146
条)。
無

420

審査期間

出願件数(2013年)
登録件数(2013年)

項目

異議申立のない場
合、出願から最終処
分まで約3年間、異議
申立があった場合、さ
らに最低2年を要す
る。

163,422件
36,911件

I．ブラジル
26,314件
19,071件

III．コロンビア
200,769件
60,270件

IV．インド
64,062件
39,919件

V．ロシア

出願日から最初の拒
IMPIは、方式審査は
絶理由通知までの平
4か月以内、実体審 出願日から最初の通
査は3か月以内に出 知まで6か月である。 1年から1年半である。 均12か月、最終処分
まで平均18か月であ
願人に結果を通知し
る。
なければならない。

103,994件
81,985件

II．メキシコ

