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この製品が、法律第 17-97 号に基づいて保護されている特許と同一であり、これから得

られたものであることが明らかになった。 

 

各当事者が主張および証拠を提示した数回の審理の後、裁判所は、以下に基づいて判決

を下した。 

 

 両当事者の主張 

 執行吏の目録の作成による差押え 

 裁判所に提示された見本 

 鑑定報告書 

  

裁判所の判決は、次のとおりである。 

 

 A社の所有する特許の侵害が存在する。 

 B社が A社の販売店であったことから、B社の不誠実が存在し、これは証拠によ

って証明される。 

 B社は、総額 250,000.00MADの損害賠償金を A社に支払わなければならない。 

 B 社は、A 社の特許出願に関係する製品を製造し、または使用しないよう命じら

れ、この裁判所の判決の日以後は 5,000.00MAD の罰金を科されるおそれがある。 

 B社が保持しているすべての模倣品を廃棄する。 

 B 社の費用負担により、A 社の選択する二つの刊行物に裁判所の判決を公表する。 

 

この訴訟の期間は 11 ヵ月（8 回の審理）であり、A 社が負担した費用は総額 19,150.00

米ドルであった。 
 

発明の侵害を減少させるために、とりわけ製品がモロッコで商品化されている場合には、

現地の知的財産代理人または十分な自覚ある販売店の役割が非常に重要である。発明の

商業的な悪影響を生じさせる、発明またはそれに関係する製品の品質に損害を与えかね

ないリスクを特定するためには、現地のビジネスの監視は、特許の所有者にとって根本

的なものである。 

 

5. 意匠 

 

5.1. 法規則 

c) 規定法 

工業意匠は、保護領時代にモロッコで採用された最初の知的財産法の制定から、モロッ

コの知的財産法に存在した。今まで記載した知的財産権のすべての局面と同様に、工業

意匠は、現在、2000年の法律第 17-97号（2006年の法律第 31-05号により改正および補
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足）によって規定されている。国内法に加え、モロッコは、意匠関連の様々な国際条約

および協定の加盟国になっている。 

 

d) 国際条約、議定書および協定 

条約 モロッコの加盟日 

工業意匠の国際登録に関するハーグ協定 加盟：1930年 9月 9日 

施行：1930年 10月 20日 

工業所有権の保護に関するパリ条約 加盟：1917年 2月 27日 

施行：1917年 7月 30日 

知的所有権の貿易関連の側面に関する協定

（TRIPS） 

1994年 4月 15日 

 

5.2. 登録手続きの概要 

a) 出願手続き 

工業意匠出願は、OMPICに提出される。モロッコの現地の規則に基づく実在する有効

な工業および商業団体または法人を有しない出願人は、モロッコにおいて出願人に代わ

って工業意匠出願を提出および管理する、在住の知的財産代理人、弁護士または専門家

を指定しなければならない。モロッコ在住の市民および外国人については、出願は、自

らの手で直接OMPICに提出することができる。 

 

工業意匠の出願は、次の書類で裏付ける必要がある。 

 

 様式D1：出願人および出願の詳細（名前、住所、法的地位、優先権）を記載し、

完成されたもの  

 簡潔な書面による説明を付けた図または写真による複製３部 

 出願人の第三者への委任状（出願人が会社、または別の人によって代理される

自然人の場合） 

 優先権の請求の場合には、本国登録の認証謄本 

 公式出願料 

 

工業意匠出願には、意匠が相互に関連していることを条件に、最大 50 の意匠を含める

ことができる。出願人は、書類を完成させるために 60 日間の猶予期間を付与され、当

該猶予期間中、書類を提出することができる。 

b) 審査および付与 

工業意匠は、実体審査の対象とはならない。方式審査のみが行われる。工業意匠の出願

が拒絶されない場合、この意匠権が付与され、工業意匠の国内登録が行われる。登録日

は出願日である。以下は、法律によって与えられる保護の対象とはならない。 
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1- 公序良俗に反する工業意匠に加え、第 135 条(a)以下で言及する肖像、記号、頭

字語、名称、勲章、紋章および通貨を再現する工業意匠（ただし、管轄当局がそ

の使用を許可した場合はこの限りではない）。 

 

工業意匠の国内登録が行われると、当該意匠は公報で公開される。 

 

工業意匠は、5 年間有効であり、同じ期間について連続して 2 回更新することができる。

それゆえ、工業意匠は、出願日から 15 年後にパブリック・ドメインとなる。意匠の更

新出願は、有効期限前の 6ヵ月間内に提出すべきである。遅延更新については、追加料

金を条件に、6ヵ月間の猶予期間が付与さる。 

 

第 187条の規定は、パリ条約加盟国内での展示会の会期中、工業意匠に一時的保護を付

与する。保護期間は、展示会初日から 6ヵ月間である。 

5.3. 権利行使 

a) 侵害 

工業意匠の侵害に対する手続きには、刑事と民事（それぞれ第221条と第219条および第

220条）の二つの態様がある。各段階の訴訟手続きの期間は、事件の複雑さにもよるが、

およそ18ヵ月である。各段階の費用は、12,000.00米ドルから16,000米ドルである。 

 

民事手続き：工業意匠の権利所有者は、立証責任を負い、あらゆる手段で侵害を証明し

なければならない。裁判長は、侵害、その出所および侵害の程度についての必要な調査

を行うために、執行吏または裁判所事務官および最先端分野における適格な専門家を任

命することができる（第 211条）。 

裁判所は、侵害品、さらには侵害品の生産に使用される材料の差押えを命じる場合があ

る。差押品の価格は、勝訴した者への損害賠償額を決定する上で考慮される。 

 

刑事手続き：侵害の場合、第 221 条の規定により、25,000.00MAD 以上 250,000.00MAD

以下の罰金が科される。ただし、原告の従業員による侵害に関して言えば、制裁はより

厳格な、50,000.00MAD以上 250,000.00MAD以下の罰金および 1ヵ月以上 6ヵ月以下の

懲役である。裁判所は、侵害品およびその製造に使用される材料の廃棄を命令すること

もできる。 

b) 救済手段 

意匠の所有者は、自己の意匠権が侵害されるリスクを減らすために、次のような手段を

講じるべきである。 

 

 登録される予定の紛らわしい意匠を特定するために、監視通知システムを通じ

た自己の意匠の追跡調査を代理人に委託する。 

 現地の市場において、および特に電子商取引概念の発展に伴いインターネット

での検索を通じて、意匠の潜在的な侵害の調査を実施する。 
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 保護をより強化するために、可能であれば意匠を商標としても登録する。 

c) 管轄当局 

法律第 17-97 号の第 15 条は、同法に定める行政決定を例外として、同法の適用から生

じた紛争には商事裁判所が専属管轄権を有すると規定する。 

 

 

1. 事例研究 

革製品を専門に扱っているフランスの有名なファッション・ハウス企業、A 社は、1916

年の法律に基づいて、1997 年に国内商標を登録している。商標の意匠は、茶色とベー

ジュの特別の均等な形から成っている。 

 

B社は、2001年に、A社と同じ特別の均等な形から成る、別の色の意匠を出願した。 

A 社の現地の知的財産代理人は、OMPIC のウェブサイトを通じて B 社によって出願さ

れた意匠を確認し、製品の商品化が不正な会社によって開始されたのか否かを特定する

ために、現地市場で調査を開始した。 

 

A 社は、B 社を相手取って商事裁判所に不正競争に係る訴訟を起こすと共に、同法の第

204条に従って差押え請求を行った。 

 

執行吏は、B 社によって製造された、問題になっている意匠を付した製品の目録の作成

による差押えを開始した。執行吏の報告書は、差し押さえられた製品が A 社の商標と

同じ意匠を別の色で表していることを強調する。 

 

B社は、次の事実に基づいて、裁判所に自社の主張を提出した。 

 

 A社が 1997年に出願した商標の意匠と問題の意匠との間には、明らかな色の違

いが存在する。 

 両社間の出願形式には、意匠と商標という違いがある。 

 商標庁は両方の登録を認めており、意匠に対して異議は申し立てられなかった。 

 販売される製品は、いかなる方法でも A社について触れていない。 

 

数回の審理が行われ、そこで両当事者はそれぞれの主張と証拠を提出した。 

 

その後、裁判所は、以下に基づいて判決を下した。 

 

 B社が出願した意匠登録の取消し、および意匠の公式登録の撤回 

 B社は、製品における問題の意匠の使用を禁じられ、裁判所の判決日以後は各侵

害について 500.00MADの罰金を科されるおそれがある。 

 A社が選択する現地の二つの新聞／刊行物に裁判所の判決を公表し、その費用は

B社が負担する。 
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この訴訟の手続きの期間は 8 ヵ月（6 回の審理）であり、A 社が負担した費用は総額

12,540.00米ドルであった。 

 

意匠の保護のためには、現地の知的財産代理人の役割が非常に重要となる。この代理人

の役割は、第三者によって出願された意匠および商標を定期的に追跡調査し、市販され

ている製品について同様または同一の意匠（および商標）を捜すことである。侵害のリ

スクを最小化し、意匠の所有者の投資に直接影響を及ぼしうる結果を減らすために、こ

れらの代理人と協力することが望ましい。  

 

6. 実用新案 

1938 年の法律は、実用新案およびそれらの知的財産規定に関する条項を有していた。

しかし、モロッコの新たな法律第 17-97 号（法律第 31-05 号によって改正）において、

同法による知的財産の保護は、商標、特許、工業意匠、役務商標、商号、地理的表示、

原産地呼称、および不正競争の禁止に及んでいる。実用新案は、1938 年 10 月４日の法

律に基づいて行われた出願の承認および保護について述べた、新たな法律の第 236条お

よび第 237条において簡単に採りあげられており、新たな法律は、旧制度による地域的

な保護の代わりに、保護を王国全体のレベルで有効に維持する。 
 

実際の条項および実務により、実用新案は特許として保護されている。モロッコでは法

律の新たな計画が協議されており、上記では、実用新案をモロッコの知的財産法で保護

および規定される知的財産権の定義に含める予定である。 

 

7. トレード・シークレット 

トレード・シークレットはすべて、会社が所有する経済的および戦略的な付加価値であ

る。これには、会社が自己の事業活動および市場における競争力のために使用するすべ

ての製造およびイノベーションのプロセスが含まれる。トレード・シークレットには、

「工業」、「商業」、「取引」および「製造」の局面におけるすべての秘密が含まれる。

モロッコにおいて、トレード・シークレットおよびその規定に関する特別の直接的な措

置は存在しない。 

 

民法において、トレード・シークレットは、会社の全関係者が尊重しなければならない

職業上の秘密の一部とみなされる。職業上の秘密の開示は、職業上の重大なミスとみな

される。製造上の秘密の開示の試みおよび開示は、第 447条で規定されている。そのよ

うな行為は、禁固および罰金で処罰される。処罰の条件は、秘密が外国人または外国に

居住しているモロッコ国民に対して開示された場合には、2 年以上 5 年以下の禁固およ

び 200MAD以上 10,000MAD以下の罰金、そして秘密がモロッコ居住者に対して開示さ

れた場合には、3 ヵ月以上 2 年以下の禁固および 200MAD 以上 250MAD 以下の罰金で

ある（ 刑法 1-59-413）。 
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CADRE RESERVE A L’OMPIC 

N° de dépôt : 

Date de dépôt : 

Lieu de dépôt : 

1 DEPOSANT(S) ¹ :                 Personne physique                 Personne morale    

Nom & Prénom ou Dénomination sociale :        

CIN ou N° RC :        Forme juridique :       

Adresse ou siège social :       

Adresse de correspondance :       

Pays de résidence :       Nationalité :       

Téléphone :       Télécopie :       E-mail :       

¹ En cas de plusieurs déposants (cas d’une demande en copropriété), utilisez l’imprimé suite « DS » et cochez la case  

2 MANDATAIRE (le cas échéant) :       Personne physique                 Personne morale   

Nom & prénom ou Dénomination sociale :        

CIN ou RC :       

Adresse ou siège social :       

Téléphone :       Télécopie :       E-mail :       

Représentée par (cas d’une personne morale) :                                                                                      CIN :       
 

3 CREATEUR (facultatif) ²:       

                              ²  En cas de plusieurs créateurs, utilisez l’imprimé  suite « DS » et cochez la case  
 

4 DESIGNATION:      
 

Objet du dépôt :       

 

 
Classification ³ :       

 

³ Produits dans lesquels sont incorporés les dessins ou modèles industriels selon la classification de LOCARNO 

 

Nombre de Dessins ou Modèles industriels :       

 
 

 

5 REFERENCE DU (DES) DESSINS (S) OU MODELE (S) INDUSTRIEL (S) 
4
 :  

N°DU DESSIN 
OU DU MODELE 

INTITULE NOMBRE DE PRISES  

            
 
      
 

      
 
      
 

 
      
 

      
 
      
 

 
      
 

 
      
 

 
      
 

 
      
 

            
 
      
 

 

4 
En cas de plusieurs intitulés, utilisez l’imprimé  suite « DS »  et cochez la case  

 
 

 
Décret  n° 2.00.368  du  7 juin 2004 pris pour l'application de la loi  n° 17- 97  relative à la protection de la propriété industrielle (telle que modifiée et complétée) Article 2 
alinéa 1

er
. 

DESSINS OU MODELES INDUSTRIELS 
LOI N°17/97 RELATIVE A LA PROTECTION DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

 

DEMANDE D’ENREGISTREMENT  
Cet imprimé est à dactylographier lisiblement sans rayures ni surcharges 

ROYAUME DU MAROC 
-------- 

FIC     OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIETE 
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE 

-------- 
 

المغربيةالمملكة   
-------- 

يـغربـكتب المـالم  
اريةـاعية والتجـية الصنللملك  

-------- 

 



 
 
 
 
 

                                                 Version  
                                                   01/10/2012 

 
 D1 

  
 

6 REVENDICATION DE PRIORITE(S)
 4

 (le cas échéant): 

N° de dépôt :       Date :       Pays :       

Acte(s) affectant la jouissance du droit de priorité (le cas échéant) :  oui   non   

Revendication de priorité pour l’ensemble des dessins et modèles industriels :           

Revendication  de priorité pour les dessins et modèles industriels suivants³ :       

4
En cas d’insuffisance de place, utilisez l’imprimé suite « DS »  et cochez la case.  

7 REFERENCES DU CERTIFICAT DE GARANTIE (le cas échéant) : 

N° :       Date :       

Lieu de délivrance :       Exposition(s) :       

8  MONTANT DES DROITS EXIGIBLES (en DH TTC) : 

Première tranche de 5 dessins ou modèle (<=5) : droit de dépôt de 5 ans  720 

Tranche (s) de 5 dessins ou modèles au delà des 5 premiers x 720 DH         

                                                                                                                                                     Total       

PIECES JOINTES : 

  1-  Reproductions graphiques ou photographiques en trois exemplaires 

  3- Pouvoir du mandataire   

  2-  Brève description en trois exemplaires, le cas échéant 

  4-  Copie officielle du dépôt antérieur, le cas échéant 

 5- l’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure,  le cas échéant 

 7- Autorisation des autorités compétentes, le cas échéant 

 6- Justificatif de l’acquittement des droits exigibles  

  8-  Certificat de garantie 

 

Nombre de pages y compris celles-ci :       
 

SIGNATURE DU DEPOSANT  
OU DE SON MANDATAIRE :  
(nom et qualité du signataire)    
      
 
      

Demande présentée le 
6
:        

 
 
 
6
 doit être renseignée au moment du dépôt 
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