第２章

知的財産権の取得

第１節

特許

1.

サウジアラビアの特許制度概要

サウジアラビアの特許は、2004 年７月 17 日の勅令第 M/27 号により発出された特許、集
積回路の回路配置、植物品種及び工業意匠に関する法律（「法」）により規律される。
法の第２章は、サウジアラビアの特許について規定する。特許、集積回路の回路配置、
植物品種及び工業意匠の登録は、商工業省が担当し、特許局と呼ばれる特許庁がアブドゥ
ラジズ王科学技術都市に置かれている。
特許庁は、特許が出願されると、ただちに最低限の方式審査を行い、出願番号を割り当
て、出願が要件を満たしている場合には出願日が確定する。この手続きは、出願が行われ
次第実行され、出願が形式的に整っていれば、通常は、当初審査に問題があって優先日を
取得できないおそれはない。
サウジアラビアにおける「発明」には、新規な一切の物、製法又は物又は製法の改良が
含まれる。医薬特許も許される。絶対的新規性が、基本的な特許要件となる。
特許は、単一の発明又は単一の発明概念を形成する複数の発明に付与される。特許の存
続期間は 20 年であり、期間の延長に関する規定はない。
サウジアラビアは、バーレーン、クウェート、オマーン、カタール及びアラブ首長国連
邦とともに湾岸諸国協力会議（GCC）の構成国であり、パリ条約の締約国である。
特許紛争及び特許庁の決定に対する不服申し立ては、その目的のために設置される委員
会がこれを審理する。
法の第 35 条は、次のように規定する。
a) 委員会は、法律専門家３名及び技術専門家２名により構成される。
b) 構成員は、市の長官により指名される。
c) 委員会の組織は、１回に限り更新可能な３年の任期で、閣僚評議会の決定にもとづく。
この決定において、法律専門家１名を委員会の委員長に任命する。
法は、さらに次のように規定する。
a) 委員会は、次を所管する。
(i) 保護書類に関連して発出された決定に対する紛争及び不服申立のすべて。
(ii)

本法及びその施行規則の規定の違反に係る刑事訴訟。

b) 訴訟当事者には、施行規則にもとづき、委員会に提起された訴訟について通知する。
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委員会の決定は、過半数の票をもって発出される。ただし、決定の理由が述べられ、か
つ、その本文が公開会議において読み上げられることを条件とする。委員会は、本法又は
施行規則に当該紛争に適用される規定が存在しないとの理由にもとづいて、訴訟に関する
決定を発出することを拒絶してはならない。その場合は、委員会は、王国で守られている
一般規則に準拠する。委員会が発出した決定に対する不服申立は、当該決定の通知の日か
ら 60 日以内に、これを不服審査委員会に提起することができる。
委員会は、関係政府機関に連絡を取り、必要と考える説明及び情報を請求することがで
きる。市は、委員会から請求されたときはいつでも、争われている出願又は保護内容に関
係するすべての書類及び書面を委員会に提供しなければならない。
委員会は、付託された技術的事項に関して必要とみなすことについて異なる専門機関の
助力を求めることができ、また、生じた費用に責任を負う訴訟当事者を決定する。
2.

特許要件

法において、発明は、
「発明者が開発した着想であって、技術の分野における課題の解決
をもたらすもの」であると定義される。
発明が新規であり、進歩性があり、また産業上の利用が可能な場合に当該発明が特許さ
れる。工業モデルにも、同水準の新規性及び進歩性が必要とされる。
a) 発明は、先行する技術水準により予期されない場合に新規であると見なされる。これ
に関し、先行する技術水準とは、書面又は口頭での開示手段により、使用により、又
は当該発明の知識が具体化されるその他の方法により、いずれかの場所で公衆に開示
されているものすべてをいう。ここにいう開示は、特許出願日又は優先出願の提出日
の前のものでなければならない。公衆への発明の開示が優先期間中に行われた場合は、
ここにいう開示であるとみなされない。その他発明の開示に関し、先行する技術の意
味及び発明の仮保護に適用される規定に該当しない場合については、施行規則におい
て規定する。
b) 当該特許出願に関係する先行技術に関して、発明が、当該技術の通常の熟練者にとっ
て自明でない場合には、進歩性を有するものとみなされる。
c) 発明が、手工芸、漁業及びサービス業を含むいずれかの種類の産業又は農業において
製造又は使用することができる場合に、産業上利用可能であるとみなされる。
次のものは特許されない。
a) 発見、科学的理論及び数学的方法
b) 商業活動を行い、純粋な精神的活動を行い、又は遊戯を行うための計画、規則及び方
法
c) 微生物並びに非有機的及び微生物学的方法を除いた植物、動物及び植物又は動物の生
産に使用される（主として有機的な）方法
d) 人又は動物の体の外科的又は治癒のための処置の方法及び人又は動物の体に用いられ
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る診断方法であって、これらの方法のいずれかに使用される製品を除いたもの。
(i) 保護のための書類は、その商業利用がイスラム法に違反する場合には、付与され
ない。
(ii)

保護のための書類は、その商業利用が生命に又は人、動物もしくは植物

の健康に有害である場合、又は環境に相当程度有害である場合には、付与されな
い。
特許出願は、出願後 18 カ月以内に、公開手数料が納付された後に公開される。
現段階において、サウジアラビア特許庁では、いかなる種類の調査も行うことができな
い。
3.

特許出願
特許出願は、アラビア語で行い、明細書、クレーム、図面及び要約の英訳を添付しなけ

ればならない。願書を補うために、願書の提出日から１カ月以内に委任状及び譲渡証を提
出しなければならない。優先権文書がある場合には、一つ以上の任意の文書の証明された
写しを願書の提出日から３カ月以内に提出しなければならない。サウジアラビアでは、会
社設立証書を提出する必要はない。
実体審査は、サウジ特許庁で行う。
出願人には、審査官によって明らかにされた先行技術を回避するために自らの願書を補
正する機会が与えられる。その発明が新規かつ発明的であることを審査官が確信し、また、
これ以外の点についても、サウジ商工業省として、法律にもとづいて出願を拒絶するいか
なる理由も認められなければ、同省が特許を付与する。
年間手数料が毎年支払われれば、
特許の有効期間は 20 年間である。サウジアラビアでは、
常に、出願した年の翌年の１月１日（を含む）までに、また、それ以降も、毎年、翌年の
１月１日（を含む）までに年間手数料を支払わなければならない。
サウジ特許局からの情報によると、これまで 14,126 件の特許出願があったとのこと。し
かしながら、しかし外国人とサウジの特許出願の割合は不明である。
また、同特許局はこれまでのところ 1,652 件が特許されたとのことである。これも同様に
内外国人の内訳は不明である。
4.

手続き
外国の出願人から取得した委任状は、これに署名し、認証を受け、署名者の国にあるサ

ウジアラビア大使館／領事館の認証を受けなければならない。同様に、全発明者から取得
する譲渡証も、これに国外で署名している場合には、認証を受け、法律上政党である旨の
証明を受けなければならない。優先権を主張するためには、その根拠として、認証された
優先権出願書類の英訳を提出する必要がある。出願人が法人の場合、特許庁では、前記の
文書に加え、認証された会社設立証明書も要求する。
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政府の公的な特許出願手数料は、出願人が企業の場合におよそ 218 米ドル、出願人が自
然人の場合におよそ 109 米ドルである。
5.

譲渡、実施許諾及び強制実施権の設定
特許又は実用新案に係る権利の譲渡は、これを書面により行わなければならない。特許

権者が、出願日から４年間又は付与された日から３年間のいずれか先に期限を迎える期間
にわたり、正当な理由なく、自らの発明を利用していないか、これを十分に利用していな
い場合、特許庁は、強制実施権の申請人が、合理的な商業的条件にもとづき、かつ、合理
的な金銭報酬を対価として契約による実施権を取得するための努力を（合理的な期間にわ
たって）行ったことを証明した場合に限り、その申請に応じ、第三者にこれを付与するこ
とができる。

第２節

1.

半導体回路配置及び意匠証

サウジアラビアの回路配置証及び意匠証制度の概要

サウジアラビアの回路配置及び意匠は、2004 年７月 17 日の国王命令第 M/27 号により発
出された特許、集積回路の回路配置、植物品種及び工業意匠に関する法律（「法」）により
規律される。
サウジアラビアの法は、回路配置について、「（その少なくとも一つは能動的なものであ
る）集積回路の要素及び集積回路の相互接続の一部もしくは全部の三次元の配置、又は製
造目的での集積回路のために準備されたこのような三次元の配置」であり、工業意匠につ
いて「二次元の線もしくは色彩又は三次元の形状であって、工業製品又は伝統工芸品に特
別の外観を与えるもの。ただし、これが織物意匠を含め、単に機能的又は技術的な目的の
みによるものでないことを条件とする」と定義する。
また、サウジ法は、回路配置証の保護期間は、出願日から 10 年、又は世界のいずれかの
場所におけるその商業的利用の開始から 10 年とし、いずれの場合においても、保護期間は、
設計の考案の日から 15 年を超えてはならないと規定する。工業意匠証の保護期間は、出願
日から 10 年である。
2.

回路配置証付与の要件
回路配置が独創的、すなわちその考案者自身の知的努力の結果であり、かつ、その考案

時において集積回路の設計考案者及び製造者の間で陳腐でない場合には、回路配置証が付
与される。陳腐な要素及び相互接続の組合せから構成される設計については、組合せ全体
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付属資料

2.1

（サウジアラビア）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
特許、集積回路の回路配置、植物品種、工業意匠に関する法律

(仮訳)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第１章

総則

第１条
本法は、王国内において、発明、集積回路の回路配置、植物品種及び工業意匠に完全な
保護を与えることを目的とする。
第２条
本法において用いられる次の用語及び句は、文脈上他を意味しない限り、これらの次に
示された意味を有する。
市：アブドゥラジズ王科学技術都市
局：アブドゥラジズ王科学技術都市所在の特許総局
保護の内容：発明、集積回路の回路配置、植物品種又は工業意匠
保護書類：保護の内容の一つについて市が付与した書類。これは、特許、回路配置証、植
物特許又は工業意匠証の何れかである。
発明：発明者が開発した着想であって、技術の分野におけるある課題の解決をもたらすも
の
集積回路：複数の素子(少なくとも一つの能動素子を含む。) 及び結線の一部又は全部が、
一片の材料の内部又は表面に不可分の状態で形成され、かつ、電子的機能を果たすよう意
図された製品 (最終形態であるか中間形態であるかを問わない。)
回路配置：集積回路の素子(少なくとも一つの能動素子を含む。) 及び結線の一部若しくは
全部の三次元上の配置又は製作が意図されている集積回路のためのその三次元上の配置
植物品種：知られている最下位の部類の単一の植物分類群に属する植物グループであって、
育成者権の付与の条件が完全に満たされているか否かを問わず、他の植物グループから区
別される所与の遺伝子型又は遺伝子型の組合せから生じる特徴の発現により、前記特徴の
少なくとも一つの発現により、定義することができ、かつ、変化なく増殖させる可能性に
関して一単位とみなすことができるもの
植物育成者：植物新品種を育成し、発見し、又は開発する者
工業意匠：二次元の線若しくは色彩又は三次元の形状であって、工業製品又は伝統工芸品
に特別の外観を与えるもの。ただし、これが織物意匠を含め、単に機能的又は技術的な目
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的のみのものでないことを条件とする。
強制実施許諾：本法に基づいて、特許権者の同意なしに保護の内容を利用するために他人
に与えられる許可
契約による実施許諾：保護書類の所有者が、特定の期間、特定の料金で、保護書類を利用
する自己の権利の一部又は全部を第三者に付与する契約
公報：本法及びその施行規則に基づいて、保護の内容に関係するすべての事項に関して市
が発行する公報
委員会：第 35 条に規定する委員会
表：本法に付属する表であって、本法の規定に基づいて局が行う業務に係る手数料を定め
るもの
出願人：局の記録簿に登録される保護書類を請求する者
規則：本法の施行規則
第３条
市は、本法及びその施行規則の規定を適用する権限を有する。
第４条
a) 保護書類は、その商業利用がシャリーア（イスラム法）に違反する場合、付与されな
い。
b) 保護書類は、その商業利用が人、動物若しくは植物の生命若しくは健康に有害である
場合、又は、環境に相当有害である場合、付与されない。
第５条
a) 保護書類は、その者の名義で交付を受けた者の人的権利である。この権利は、相続に
より、又は、有償若しくは無償で譲渡できる。
b) 保護の目的物が複数の者の共同の成果である場合、これらの者は、別段の合意をして
いない限り、この権利について同等の資格を有する。
c) いかなる者も、保護の目的物に寄与しておらず、その努力が当該目的物の作成におけ
る援助に限定されている場合は、資格の共有者とはみなされない。
d) 複数の者が同一の保護の目的物を独立して開発した場合、保護書類は、最初の出願人
に付与される。
e) 保護の目的物を開発する者は、その資格において自己の名称を保護書類に記載する権
利を有する。
第6条
a) 保護の目的物が契約の履行若しくは当該目的物を開発する努力を行うことを規定する
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義務の履行から生じる場合、又は、従業員がその雇用を通じて利用し得た施設、手段
若しくはデータを使用しなかったならば当該従業員が当該保護の目的物を開発しなか
ったであろうことを使用者が証明する場合、当該使用者は、業務契約に別段の定めが
ない限り、特許権者となる。
b) このことは、両当事者の同意に基づいて合意され、又は雇用契約及び保護の内容の経
済的重要性に係る様々な事情に照らして委員会により査定される特別の報酬を受け取
る従業員の権利を害するものではない。この権利を従業員から奪ういかなる特別の合
意も無効とする。
c) 雇用の終了日から 2 年以内に従業員が行った保護書類を求める出願は、雇用期間中に
行われたものとみなされる。
d) 前記の規定は、政府職員にも適用される。
e) 開発された保護の目的物が国の安全に関係する場合、施行規則に定められた規定が適
用される。
第7条
出願又は保護書類において請求項に係るる目的物が出願人又は特許権者以外の者が所有
する特許の目的物から得られたものである場合は、当該出願人又は特許権者以外の者は、
出願又は保護書類の所有権を自己に移転するよう委員会に請求することができる。移転申
請に係る事件は、出願人の悪意が証明されない限り、保護の付与から５年が経過した後は
審理されない。
第８条
保護書類の付与に係る出願は、所定の様式により局に対して行う。出願に同封すること
を義務付けられる情報及び書類は、規則において定める。出願人が保護の目的物を開発し
た当事者でない場合、当該当事者の名称を記載し、かつ、特許の対象となる目的物に係る
権原の自己への移転を証明する書類を同封しなければならず、この場合、局は、これらの
書類の写しを保護の目的物を開発した当事者に送付することができる。出願は、要件が満
たされ、かつ、所定の手数料が納付された後に、登録される。
第９条
出願人は、適切と思われる補正を出願に施すことができる。ただし、この補正が原出願
において開示された事項を変更しないことを条件とする。
第 10 条
a) 出願人は、保護の目的物のそれぞれについて特定された優先期間中になされた先の出
願に基づく優先権の利益を、先の出願の出願日から受けることができる。ただし、先
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の出願の日付及び番号並びに先の出願が出願人又はその前権利者によりなされた場所
を記載した宣言書を添付することを条件とする。出願人は、局に出願をした日から 90
日以内に、保護出願書の提出先である当局により承認された先の出願書の写しも提出
しなければならない。
b) 特許及び植物品種に係る優先期間は 12 月とする。
c) 工業意匠に係る優先期間は 6 月とする。
第 11 条
局は、所定の手数料の納付があった後、出願日から 18 月以内に、発明特許及び植物品種
に係る出願を公開する。
第 12 条
局は、登録された出願を、方式について審査する。審査の結果、法的に定められた条件
の一部が満たされていないことが判明した場合は、局は、出願人に対し、当該条件を通知
の日から 90 日以内に満たすよう指示することができる。出願人が要求されたことを当該期
間内に履行しなかった場合、その出願は、提出されなかったものとみなされる。
第 13 条
特許又は植物特許を求める出願は、方式について審査された後、規則に定めるところに
基づいて、実態について審査される。
第 14 条
a) 局は、出願が所定の条件を満たしたと判断する場合は、保護書類を付与する決定を下
す。決定は、局により、その発出の順序で公告される。
b) 局は、出願人が保護書類を受ける資格を有さないと判断した場合は、拒絶の理由を記
載した決定を下し、出願人はその通知を受ける。
第 15 条
出願人は、出願について最終的な決定がなされていない限り、いつでも出願を取り下げ
ることができる。ただし、かかる取下げにより、納付済みの手数料その他の経費の払い戻
しを受ける権利が与えられることはない。
第 16 条
保護を求める出願又は保護書類そのものの譲渡となるいかなる行為も、書面により、両
当事者が署名し、かつ、局にとって受け入れ可能な当局によって承認されたものであるこ
とを要する。保護を求める出願又は保護書類そのものの何れかに関係するいかなる権原の
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移転も、変更申請を提出し、所定の手数料を納付し、これを局の登録簿に登録した後でな
ければ、第三者に対抗できない。複数の当事者が共同して一の保護出願を行い又は一の保
護書類を所有した場合は、各当事者は、当該出願又は保護書類に係る自己の権利を共同当
事者の何れかに又は全員に若しくは第三者に譲渡することができる。局は、この権原の移
転を公報で公告する。
第 17 条
保護書類が何らかの処分行為に従って他人に譲渡された場合、又は保護書類を利用する
権利が何らかの理由で他人に移転された場合は、保護書類の所有者は、譲渡を受けた者又
は実施権の公式の移転を受けた者に対し、保護書類に関連して取られたすべての法的措置
を、自分が取ったものか又は自己に対して他人が取ったものかにかかわりなく、通知しな
ければならない。
第 18 条
a) 保護出願又は保護書類については、本法に付属する表に従って年間料金を納付しなけ
ればならず、当該料金は出願日の翌年以降毎年始めに納付するものとする。出願人又
は特許権者が前記の納付期日から３月以内に年間料金を納付しなかった場合には、２
倍の金額を納付しなければならない。当該出願人又は特許権者が催告を受けた後で最
初の３月の経過に引き続く３月の間になお納付しなかった場合には、当該出願又は保
護書類は無効となり、かつ、このことが登録簿に登録され、公報に掲載される。
b) 出願人は、保護書類を付与されずに 3 年にわたって所定の年間料金を納付した場合に
は、保護書類を付与する決定が出されるまで、翌年の年間料金の納付を延期すること
ができる。
第 19 条
a) 特許保護期間は、出願日から 20 年とする。
b) 回路配置証の保護期間は、出願日から 10 年、又は世界の何れかの場所でのその商業利
用の開始から 10 年とする。何れの場合においても、保護期間は、回路配置の作成の日
から 15 年を超えてはならない。
c) 植物特許の保護期間は、出願日から 20 年とする。ただし、樹木についての保護期間は、
25 年とする。
d) 工業意匠証の保護期間は、出願日から 10 年とする。
第 20 条
ある者が、製品若しくは工業的方法、回路配置、植物品種に関係する特許出願若しくは
優先出願の出願日の前、又は回路配置が世界の何れかの場所において最初に商業利用され
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る日の前に、誠実に製品を製造し、工業的方法を使用し、回路配置を組み入れた集積回路
若しくは当該回路を含む商品を製造し、又は本格的な準備を行った場合は、その者は、特
許証の発行にも拘らず、当該行為を拡大することなく続行する権利を有する。この権利は、
営業権を含む企業の全部又は一部と共にするのでなければ、他人に譲渡又は移転してはな
らない。
第 21 条
特許権者は、特許の目的物について、他の者が、特別の規定に定められた利用行為の全
部又は一部を行うために、契約による実施許諾を当該他の者に付与することができる。実
施許諾契約は、所定の手数料が納付され、かつ、局の記録簿に登録されない限り、第三者
に対抗できない。この実施許諾は、当該実施許諾契約に別段の定めがない限り、当該特許
の目的物を自分自身で利用する権利又は当該特許の目的物について別の実施許諾を付与す
る権利を特許権者から奪うものではない。
第 22 条
局は、実施許諾契約の当事者に対し、保護書類に係る権利の濫用、又は、競争、若しく
は技術の取得及びその普及に対するその他の悪影響を防止するために、契約の修正を指示
することができる。
第 23 条
実施許諾は、実施許諾契約中に別段の定めがない限り、全保護期間を通じて、王国中で、
保護の目的物に関係する保護書類の所有者に認められたすべての行為を行い、すべての特
典を享有する権利をライセンシーに付与する。ライセンシーは、実施許諾契約に明示的に
定められていない限り、特許権者から自己に実施許諾された権利及び特典を譲渡してはな
らない。
第 24 条
a) 市は、申請書の提出に基づき、次に従って、特許の対象である発明又は回路配置証の
対象である集積回路の回路配置を利用するための強制実施許諾を第三者に付与するこ
とができる。


申請は、特許権者がその発明を利用しない場合又は不適切な方法でこれを利用し
ている場合において当該所有者が適切な理由によりこれを正当化しないときは、
特許出願日から 4 年又は特許付与日から 3 年の何れか遅い方の満了後に提出しな
ければならない。



強制実施許諾の申請人は、合理的な商業的条件に基づき、かつ、合理的な金銭報
酬を対価として契約による実施許諾を取得するための努力を(合理的な期間にわ
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たって)行ったことを証明しなければならない。ただし、この規定及び前号の規定
は、申請人が政府機関であるか又は政府機関により認可された者であり、かつ、
目的が公益(特に安全、健康、栄養又は国民経済の他の枢要な分野の発展)に適う
こと若しくは非常事態その他の極めて切迫した事情に対応することである場合、
又は目的が一般的な非商業的なものである場合には、適用されない。この場合で
あって特許又は回路配置証が存在することが確認されたときは、その所有者に直
ちに通知しなければならない。


強制実施許諾は、基本的に、国内市場において発明又は回路配置を利用可能にす
るために付与される。ただし、実施許諾が、違法な競争行為であると決定又は判
決によって宣言された慣行を防止又は制限することを目的とする場合には、この
規定は適用されない。



実施許諾を付与する決定においては、実施許諾が付与される目的に基づいて、実
施許諾の範囲及び期間を明記する。実施許諾は、付与の条件が失われ、かつ、か
かる条件の再発の可能性がありそうにない場合には、実施許諾を受けた者の合法
的な利益に適切な考慮を払った上で、終了する。



実施許諾は、独占的なものであってはならない。



各申請は、個別に決定される。



特許権者又は回路配置証の所有者は、公正な報酬が与えられる。委員会は、報酬
額を決定し、実施許諾を受けた者これを支払うことを約束しなければならない。

b) 強制実施許諾が半導体技術の特許に関するものである場合、実施許諾は、一般的な非
商業的目的のみを目的とするか、又は違法な競争行為であると決定又は判決によって
宣言された行為を規制することを目的とする。
c) 特許が、相当な経済的価値を有する顕著な技術的進歩を含んでおり、他の特許の利用
を必要とする場合、市は、特許権者に当該他の特許を利用するための強制実施許諾を
付与することができる。このような場合、強制実施許諾は、当該他の特許が譲渡され
ない限り、譲渡してはならない。当該他の特許の所有者は、合理的な条件に基づいて、
カウンター実施許諾を強制実施権者から受ける権利を有する。
第 25 条
a) 市は、申請書の提出に基づき、次の条件に従って、植物特許により特許が付与された
植物品種を利用するための強制実施許諾を第三者に付与することができる。


公益を保護するために強制実施許諾が必要である。



強制実施許諾の申請人は財政的及び技術的に能力がある。



申請人が植物特許の所有者から合理的な条件で実施許諾を取得することができな
かった。



強制実施許諾は、国内市場の需要を満たすために第 56 条にいう行為のすべて又は
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一部を行うことに限定されない。


特許権者は、公正な報酬が与えられる。委員会は、報酬額を決定し、実施権者は、
これを支払うことを約束しなければならない。

b) 市は、植物特許の所有者に対し、強制実施許諾を合理的な方法で実施するために必要
な量の増殖材料を提供するよう、強制実施許諾の所有者に指示することができる。
c) 例外的な事情を除き、強制実施許諾は、2 年未満の期間又は 4 年を超える期間について
付与してはならない。市は、強制実施許諾付与の理由がなお存続することを確認した
上で、期間を追加的に延長することができる。
第 26 条
特許の目的物について強制実施許諾が付与された場合は、強制実施許諾の受益者は、こ
れを他人に譲渡することができない。ただし、当該譲渡が実施許諾から受益する企業の全
部若しくは一部又は当該企業の営業権を伴う場合は、この限りでない。譲渡には市による
承認が必要であり、承認がない場合は無効である。市が譲渡を承認した場合には、譲受人
は、譲渡の承認前の最初の受益者が負った義務を負う。
第 27 条
市は、必要に応じ、強制実施許諾を付与する決定を修正することができる。特許権者又
は強制実施許諾の受益者は、修正の前提条件が満たされた場合は、修正を行うよう市に請
求することができる。実施許諾を修正し又は請求を拒絶する市の決定については、その理
由を述べなければならない。
第 28 条
市は、次の場合は、強制実施許諾を取り消す。
a) 実施許諾の受益者が、実施許諾の付与から 2 年以内に王国の必要を満たすような方法
で実施許諾を利用しない場合。正当な理由があることが証明される場合は、この期間
は、同じ期間延長することができる。
b) 強制実施許諾の受益者が、納付期日から 90 日以内に期限が到来した料金を支払わない
場合。この料金には、実施許諾を付与する決定において定められる、特許権者が受け
取る権利を有する報酬が含まれる。
c) 強制実施許諾の受益者が、実施許諾の付与に必要な条件の何れかを守らなかった場合
第 29 条
強制実施許諾の受益者は、市宛ての書面による請求により、当該実施許諾を放棄するこ
とができる。ただし、放棄は、市による承認の日から効力を生じる。
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第 30 条
強制実施許諾の決定、その修正、取り消し、他人への移転及び放棄は、局の記録簿に記
載され、公報に掲載され、及び、特許権者に通知される。
第 31 条
特許権者は、書面による請求を市に提出することにより、保護文書を放棄することがで
きる。放棄は、記載された保護の要素の 1 又は 2 以上のものに限定することができる。た
だし、強制実施許諾が付与されている場合における保護書類の放棄は、当該実施許諾の受
益者の書面による同意又は当該放棄を正当化する止むを得ない事情が存在することについ
ての証拠があるときに限り、受け入れられる。放棄は、登録され、かつ、公報に掲載され、
掲載の日以後に限り第三者に対抗することができる。
第 32 条
利害関係人は、保護書類の付与に係る所定の条件の違反を理由として、保護書類を付与
する決定について委員会に異議を申し立て、全部又は一部の取り消しを求めることができ
る。特許権者は、訴訟の当事者として実施許諾の受益者を含めるものとする。そうされな
かった場合は、実施許諾の受益者は、自ら参加することができる。委員会は、利害関係人
に対し参加するよう命じることができ、また、施行規則においては、保護書類の取消請求
が基づくべき理由を定めるものとする。
第 33 条
保護書類を付与する決定の全部又は一部の無効の判定は、無効の対象の範囲内で、発出
の日に遡って当該決定を無効にする。ただし、保護書類を無効にする決定は、利用のため
に実施許諾に支払われた金額の払戻しを意味するものではない。ただし、実施許諾を受け
た者が、実施許諾の結果として同人の得たものが同人の支払ったものと同等でないことを
証明した場合、この限りでない。その場合は、実施許諾を受けた者は、同人が得た利得を
超える金額の払戻しを受けることができる。保護書類付与の無効の決定は、その発出後公
告されるものとし、公告の日から第三者に対し効力を有する。
第 34 条
特許の目的物の各々について定める規定において定められた実施行為である如何なる行
為も、局に登録された特許権者の書面による同意なしに王国内でいずれ者によって行われ
たものであれ、それは保護の目的物の侵害とみなされる。委員会は、特許権者及び利害関
係人の請求に基づき、必要な損害賠償に加えて、侵害を防止するための差止命令を発する
ものとし、かつ、違反者に対し 10 万リアル以下の罰金を課することができる。侵害が繰返
された場合は、罰金の限度額を二倍にする。委員会が当該侵害は禁固刑を要するとみなす
274

場合、侵害者は、最初から不服申立審議会に付託される。委員会は、侵害から生じる損害
を防止するために必要とみなす措置を直ちに取ることができる。この場合、委員会が出し
た決定は、当該決定発出の対象である当事者の費用において、官報、公報及び日刊紙二紙
に掲載する。本条の規定の適用は、他の法律に規定されるこれより厳しい罰を害するもの
ではない。
第 35 条
a) 委員会は、12 級以上の等級の法律専門家３名及び技術専門家２名から構成される。
b) 構成員は、市の長官により指名される。
c) 委員会の組織は、１回に限り更新可能な３年の任期とし閣僚会議の決定に基づくもの
とする。この決定において、法律専門家１名を委員会の委員長に任命する。
第 36 条
a) 委員会は、次を所管する。


保護書類に関連して出された決定に対する紛争及び不服申立のすべて



本法及びその施行規則の規定の違反に係る刑事訴訟

b) 訴訟当事者は、施行規則に基づき、委員会に提起された訴訟について通知を受ける。
第 37 条
委員会の決定は、過半数の票をもって発される。ただし、決定の理由が述べられ、かつ、
その本文が公開の会議において読み上げられることを条件とする。委員会は、本法又は施
行規則に当該紛争に適用される規定が存在しないとの理由に基づいて、訴訟に関して決定
を発することを拒絶してはならない。その場合は、委員会は、王国で守られている一般規
則に準拠するものとする。委員会が発した決定に対する不服申立は、当該決定の通知の日
から 60 日以内に、不服申立審議会に提起することができる。
第 38 条
委員会は、関係政府機関に連絡を取り、必要と思われる説明及び情報を請求することが
できる。市は、委員会から請求されたときはいつでも、争われている出願又は目的物に関
係するすべての書類及び書面を委員会に提供しなければならない。
第 39 条
委員会は、付託された技術的事項に関して必要とみなすことについて異なった専門機関
の助力を求めることができる。また発生した費用について責任を負う訴訟当事者を決定す
る。
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第 40 条
保護書類及び局に登録された関係情報の閲覧は、無料で許可することができる。何人も、
所定の手数料を納付して、その写しを取得することができる。
第 41 条
局の職員及び委員会の構成員は、その資格において知った保護出願に関係する技術的情
報を何人にも開示してはならない。ただし、その者が王国において適用される規則に基づ
いて当該情報を受けることを公式に許可されている場合は、この限りでない。前記職員及
び構成員はまた、当該情報を公衆に開示し又は何らかの方法で使用してはならない。この
義務は、これらの者の職務の終了後も存続する。局の職員及び委員会の構成員は、その職
務の間及び職務の終了後 2 年間は、保護書類を取得してはならず、また保護書類に関係す
るいかなる権利についても取引を行ってはならない。
第 42 条
本法の規定に基づいて納付すべき手数料は、本法に付属する表に基づいて決定される。
この表は、都市の長官の勧告に基づき閣僚会議の決定により修正することができる。
第2章

特許に適用される特別規定

第 43 条
特許は、本法の規定にしたがって、発明に対し付与される。ただし、当該発明が新規で
あり、進歩性があり、また産業上の利用が可能な場合に限る。発明は、製品、工業的方法
又はその何れかに関連するものであればよい。
第 44 条
a) 発明は、先行技術により予期されない場合は、新規性がある。これに関し、先行技術
とは、書面若しくは口頭での開示、使用、又は当該発明の知識が具体化されるその他
の方法により、何れかの場所で公然と開示されているすべてのものをいう。ここにい
う開示は、特許出願又は優先出願の出願日の前のものでなければならない。発明の公
衆への開示が優先期間中に行われた場合は、ここにいう開示とみなされない。その他
発明の開示に関し、先行技術の意味及び発明の仮保護に適用される規定に該当しない
場合については、施行規則において規定するものとする。
b) 発明は、当該特許出願に関係する先行技術に関して、当該技術の当業者にとって自明
でない場合は、進歩性を有するものとみなされる。
c) 発明は、手工芸、漁業及びサービス業を含む何れかの種類の産業又は農業において製
造又は使用することができる場合は、産業上利用可能とみなされる。
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第 45 条
本法の規定の適用上、次のものは発明とみなされない。
a) 発見、科学的理論及び数学的方法
b) 商業活動を行い、純粋な精神的活動を行い、又は遊戯を行う上での計画、規則及び方
法
c) 微生物並びに非生物学的及び微生物学的方法を除く、植物、動物及び植物又は動物の
生産に使用される (主として生物学的な) 方法。人又は動物の体の外科的又は治癒の
ための処置の方法及び人又は動物の体に用いられる診断方法。これらの方法の何れか
に使用される製品を除く。
第 46 条
出願は、単一の発明又は単一の発明概念を形成する統合された部分のグループに係るも
のでなければならない。出願人は、自己に特許を付与する決定が行われる前に、出願を二
以上に分割することができる。ただし、そのいずれも原出願で開示されたものから逸脱し
ないことを条件とする。原出願の出願日又は優先日がこれらの出願の出願日であるとみな
される。
第 47 条
特許権者は、その同意なしに王国内でその発明を利用することにより当該発明を侵害す
る者に対する訴訟を委員会に提起することができる。次のことは、発明の利用とみなされ
る。
a) 発明が製品の場合：その製造、販売、販売の申出、使用、保管又はこれらの目的での
その輸入
b) 発明が方法の場合：その方法の使用により直接得られる製品に関し、当該方法の使用
又は前号にいう行為の何れかを行うこと。
ただし、特許権者の権利は、その発明を他人が科学的研究に関係する非商業的な活動に
利用することを妨げるものではない。
第 48 条
侵害されたと主張される特許の目的物がある製品を製造する工業的方法である場合、被
告の工業上及び商業上の秘密を保護する上での被告の正当な利益に従うことを条件として、
被告は、次の二つの条件のうちの一が該当することを前提として、同一の製品が特許権者
の同意なしに当該方法により製造されたものではないことを証明しなければならない。
a) 特許を受けた工業的方法により得られた製品が新規の製品であること。
b) 同一の製品が当該特許を受けた工業的方法によって製造された可能性が相当程度あり、
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かつ、特許権者がこの点について合理的な努力を払っても実際に用いられた方法を決
定することができなかったこと。
第3章

集積回路の回路配置に適用される規定

第 49 条
集積回路の回路配置は、当該回路配置が以前に商業的に利用されていない場合、又は世
界の何れかの地域において商業的に利用された期間が 2 年以下の場合は、登録出願を行う
ことができる。
第 50 条
回路配置が独創的なものである場合、すなわちその設計者により行われた精神的努力の
結果であり、かつ、その製作された時に集積回路の設計考案者及び製造者の間で知られて
いなかったもので場合は、回路配置証が付与される。構成要素及び知られている相互接続
の組み合わせから構成される回路配置については、組合せ全体が独創的である場合は独創
的であるとみなされる。
第 51 条
回路配置証の所有者は、この証明書を自己の同意なしに王国内で利用することにより侵
害する者に対して委員会に訴えを起こすことができる。次の行為の何れかの実行は、設計
の利用とみなされる。
a) 集積回路への組入れによるか又は他の方法によるかに拘らず、当該回路配置全体又は
その独創的な部分を複製すること。個人的な目的又は研究、分析、教育若しくは評価
等の科学的目的に関係する行為は、侵害とはみなされない。
b) 回路配置又は回路配置が組み入れられている集積回路の輸入、販売又は流通。このよ
うな集積回路が組み込まれた物品に係る本号にいう行為の何れかを実行することも、
この回路が不法に複製された回路配置を含む場合は、侵害とみなされる。
第 52 条
回路配置証により付与される権利は、商業目的で実行される行為に限定される。証明書
の所有者は、他の者によって独立して考案されたのであれば、自己の同一の独創的な回路
配置に類似したものであっても、その権利を行使することができない。この権利は、当該
回路配置の分析若しくは評価に基づいて考案された他の独創的な回路配置にも、当該他の
設計が組み入れられている集積回路にも及ばない。
第 53 条
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第 51 条(b)にいう行為は、集積回路又は集積回路を組み入れた物品を取得した時に、そ
れらに不法に複製された回路配置が含まれていることを知らない又は知るべき合理的な理
由がない者により、実行されたもの又は実行するよう命令されたものである場合は、侵害
とはみなされない。当該者は、現有の数量についてのこれらの行為、又は当該回路配置が
不法に複製されたとの明示的な通知を受領する前に発注した数量についてはこれらの行為
を実行することができる。ただし、当該者は、契約交渉を経て付与される実施許諾に基づ
いて委員会が見積もる公正な補償金を、回路配置証の所有者に支払わなければならない。
第4章

植物新品種の保護に適用される規定

第 54 条
新規で、区別性、均一性及び安定性を有する植物品種は、それに名称を指定するための
手続が行われている場合、特許性を有する。
第 55 条
a) 植物品種は、出願日又は主張されている優先日において、当該品種の増殖素材又は収
穫物が、当該品種を利用する目的で、育成者によって又はその同意の下で、次のよう
に他の者に販売され又はその他の方法により入手可能にされていなかった場合は、新
規であるとみなされる。


サウジアラビア王国において、1 年を超える期間



他の国において、4 年を超える期間又は樹木若しくは蔓植物の場合は 6 年を超える
期間

b) 植物品種は、出願の時点又は主張されている優先権の時点でその存在が一般に知られ
ているすべての他の品種と明確に区別される場合には、区別性があるものとする。植
物品種の存在が一般に知られている場合については、規則において明記する。
c) 植物品種は、その増殖の特別特殊性から予測できる変異を除くほか、その基本的特性
が十分に均一である場合には、均一性があるものとする。
d) 植物品種は、繰り返し増殖させた後に又は各増殖周期の終わりに特性が変わらない場
合には、安定性があるものとする。
e) 植物品種は、その属及び種を特定して名称を付すものとし、また、名称は、人が当該
品種を特定できるものでなければならない。
第 56 条
a) 植物特許権者は、特許品種の増殖素材をその同意なしに王国内で利用することにより
特許品種を侵害した者に対し、委員会に訴えを提起することができる。次は、特許品
種の増殖素材の利用とみなされる。
279



生産又は増殖



増殖のための調整



輸出



輸入



販売の申出、販売又はその他の売り込み



上記のいずれかを目的とする保管

b) 本条 (a)に定める権利は、当該品種の増殖素材の不法な使用により得られた植物体の
全体又は一部を含む当該品種の収穫物についての権利を含む。このことは、植物特許
の特許権者が当該品種の増殖素材に関するその権利を行使する合理的な機会を与えら
れなかった場合に適用される。
c) (a)及び(b)に定める権利は、第 55 条(b)に従って当該品種を保護品種と明確に区別す
ることが不可能な場合、又は当該品種の生産には保護品種を繰り返して使用すること
を必要とする場合には、特許品種から基本的に得られた品種に及ぶ。
d) (a)、(b)及び(c)に定める権利は、非商業的な個人的目的、試験目的又は新品種を育成
する目的で行われる行為には及ばない。
第 57 条
植物特許により付与された権利は、植物品種の材料の生産、監視、販売、輸入及び輸出
に係る業務を規制するために取られるいかなる措置によっても制限を受けない。
第 58 条
植物特許の所有者は、次のことを行う義務を負う。
a) 保護品種又は必要に応じその遺伝子型を、全保護期間を通じて保護する。
b) 市からの要請に基づき、市に対し、所定の期間内に、当該品種の保護を証明する情報、
書類又は必要な資料を提供する。
c) 当該品種の名称が市により取り消された場合、所定の期間内に適当な名称を提案する。
d) 市からの要請に基づき、市に対し、必要に応じ、所定の期間内に、特許品種又はその
遺伝子型の適切な標本を次の目的で提供する。
1. 当該品種の公式の標本を作成又は更新すること。
2. 保護の目的で他の品種の比較検査を行うこと。
植物特許の所有者がこれらの義務のいずれをも遵守しなかった場合、当該植物特許は、
義務を履行する必要性が所有者に通知され、所有者が違反した義務を履行するための合理
的な猶予期間が与えられた後、剥奪される。すべての場合において、植物特許の剥奪は、
登録簿に記録され、公報に掲載される。本条にいう猶予期間は、規則において定める。
第５章

工業意匠に適用される規定
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第 59 条
工業意匠証は、工業意匠が新規であり、かつ、これを既知の工業意匠とは区別される特
徴を有する場合に付与される。工業意匠は、登録出願又は優先出願の出願日前に、使用又
はその他の方法でいずれの場所においても有形の形式で公衆に開示されたことがない場合
は、新規であるとみなされる。公衆への工業意匠の開示は、優先期間中に行われた場合、
何らの効果も生じない。その他の効果を生じない開示の場合及び工業意匠の仮保護に適用
される規定については、規則において定める。
第 60 条
工業意匠証の所有者は、その同意なしに王国内で、全部又は相当部分が複製された工業
意匠を含む、又はそれを表す製品の製造、販売又は輸入を通じて商業目的で利用すること
により当該工業意匠を侵害する者に対して、委員会に訴えを提起することができる。
第6章

最終規定

第 61 条
第 34 条の規定を害することなく、本法に定める何れかの規定に違反した者は、5 万リア
ル以下の罰金に処せられるものとし、かつ、再犯の場合は、この上限額を二倍に引き上げ
る。
第 62 条
本法において定められている猶予期間及び期限は、この点に関する国際協定に規定され
るところに従う。
第 63 条
市の長官は、本法の施行日から 180 日以内に本法施行規則を公布する。施行規則は、官
報において公布される。長官は、本法の規定の施行に必要な決定も発出する。
第 64 条
本法は、ヒジュラ暦 1409 年 6 月 10 日付国王命令第(M/38)号により発布された特許法に
代わるものであり、本法の規定は、特許出願及び現在有効な特許に適用され、かつ、本法
の規定と矛盾するすべての規定に取って代わるものである。
第 65 条
本法は、官報において公布され、公布の日から 30 日後に施行される。
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番号. 料金

特許

工業意匠

集積回路

植物品種

回路配置
個人 法人

個人 法人 個人 法人 個人 法人

1

登録出願

400

800

150

300

500

1000 500 1000

2

所有権の変更又は移転

200

400

75

150

500

1000 500 1000

3

出願書の補正又は追加

100

200

50

100

250

500

100 200

4

出願書又は証明書の写しの取得

50

100

50

100

50

100

50

5

実施許諾契約の登録

400

800

150

300

500

1000 500 1000

6

強制実施許諾の付与

4000 8000

1500 3000 2500 5000 2500 5000

7

付与及び公告

500

1000

175

350

500

1000 500 1000

8

年間料金

8/1

１年目

250

500

150

300

500

1000 500 1000

8/2

２年目

500

1000

150

300

750

1500 500 1000

8/3

３年目

750

1500

300

600

1000 2000 750 1500

8/4

４年目

1000 2000

300

600

1250 2500 750 1500

8/5

５年目

1250 2500

450

900

1500 3000 1000 2000

8/6

６年目

1500 3000

450

900

1750 3500 1000 2000

8/7

７年目

1750 3500

600

1200 2000 4000 1250 2500

8/8

８年目

2000 4000

600

1200 2250 4500 1250 2500

8/9

９年目

2250 4500

750

1500 2500 5000 1500 3000

8/10

10 年目

2500 5000

750

1500 2750 5500 1500 3000

8/11

11 年目

2750 5500

1750 3500

8/12

12 年目

3000 6000

1750 3500

8/13

13 年目

3250 6500

2000 4000
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100

8/14

14 年目

3500 7000

2000 4000

8/15

15 年目

3750 7500

2250 4500

8/16

16 年目

4000 8000

2250 4500

8/17

17 年目

4250 8500

2500 5000

8/18

18 年目

4500 9000

2500 5000

8/19

19 年目

4750 9500

2750 5500

8/20

20 年目

5000 10000

2750 5500

8/21

樹木の保護について 21 年目から 25 年目まで
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3500 7000

付属資料

2.２

（サウジアラビア）

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
特許、集積回路の回路配置、植物品種、工業意匠に関する法律の施行規則

(仮訳)

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
第１部

総則

第１条

定義

次の用語及び句は、この規則で使用されている場合、文脈上別段の必要がある場合を除
き、それぞれ以下の意味を有する。
市：アブドゥラジズ王科学技術都市
局：アブドゥラジズ王科学技術都市所在の特許総局
法：特許、集積回路の回路配置、植物品種及び工業意匠に関する法律
規則：特許、集積回路の回路配置、植物品種及び工業意匠に関する法律の施行規則
保護の目的物：発明、集積回路の回路配置、植物品種又は工業意匠
保護書類：特許、回路配置証、植物特許又は工業意匠証
委員会：法第 35 条に規定する委員会
パリ同盟：工業所有権の保護に関するパリ条約第 1 条に基づいて設立され、同条約の締約
国で構成される同盟
第２条

局

局は、法及び規則の規定の実施に責任を負い、特に次のことを行うことができる。
1. 保護出願を受理し、これを処理し、保護書類を作成すること。
2. 局の職務を遂行するために必要な様式の発行及び修正を提案すること。
3. 保護書類の付与及び発行を行い、当該保護文書に関する情報を公告すること。
4. 保護出願及び保護書類の処理において、情報技術並びに国内及び国際的なデータベー
スを活用すること。
5. 法及び規則の規定の必要な改正を提案すること。
6. 代理人及び法律家が局に対しその職務を遂行するための免許に関する規則を提案する
こと。
第３条

局との業務に関する規則

1. 局との連絡は、局が定める郵送住所宛の郵送により、又は、局が受け入れ可能な他の
方法によって、アブドゥラジズ王科学技術都市の「特許総局局長」宛てに行うものと
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する。
2. 局との連絡は書面によるものとする。出願人又は代理人本人の出頭は不要である。
3. 出願に関連した局との連絡には、出願番号に言及する。これを遵守しない連絡は、当
該連絡に記載された住所宛、送り主に返送される。
4. 保護書類の付与に係る出願及び関連する文書又は連絡は、局宛てに手交するか又は郵
送により行う。かかる文書の電子的な方法による受付を決定することができるものと
する。
5. 局は、保護出願及び保護書類に関する通知及び連絡を、手交による又は登録郵便によ
り行い、局からの連絡は全て、局に記録されている住所宛てに出願人又は代理人に送
付される。また、かかる通知は全て法的に拘束力があるものとする。
6. 通知の送付日は、与えられる猶予期間には算入しない。いずれかの期間が週末又は王
国の公的休日に満了する場合、当該期間は、かかる休日の翌就業日まで延長される。
7. 局は、保護文書に係る出願に関連して受領した全ての連絡に受領日印を押す。
第４条

局の記録及びファイル

1. 局は、各種保護書類出願に係る記録簿及び、保護書類に係る登録簿を作成し、出願及
び保護書類の主要なデータ及びその補正を記録する。
2. 保護書類に係る失効した出願書のうち公開されたものは一般の閲覧に供する。
3. 公開された保護に係る出願書は、一般の閲覧に供する。
4. ２及び３に言及されている出願書の写しは、料金を支払うことによって入手可能とす
る。
5. 公開されなかった保護にかかる出願書は、引き続き守秘される。
6. 局は、出願書の原本又はその謄本を、出願の取り下げ、拒絶、又は、保護文書につい
ての権利の喪失、若しくはその有効期間の失効の日から 5 年間保管する。
第５条

料金の納付

1. 料金は、法によって承認され規則に添付されている料金表に従って、
「アブドゥラジズ
王科学技術都市－特許」を名宛人とした小切手によるか、料金支払いのために指定さ
れた市の銀行口座への振り込みにより、又は、局が定める方法によって納付する。
2. 局は、要請に基づき、誤って納付されたか、過払い分の料金の払い戻しを行う。
第６条

公報その他の刊行物

1. 局は、法により公告が義務づけられている全ての内容を含むアラビア語の定期公報を
発行する。公報には、補正、通知及びニュース等、保護の目的物及び法律に関する全
てのものを掲載することができる。必要な場合、公報には、一部の情報の英語への翻
訳を掲載することができる。
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2. 公報は、通し番号が付され、ヒジュラ歴及びグレゴリー歴の日付を付して発行される。
また、局は、公報をインターネット上で電子的に利用可能とし、多数の部数を維持す
る。
3. 局は、政府その他の機関に、公報を無料で提供することができる。定期購読は、所定
の購読料の支払いによるか、交換システムに基づき、王国の内外で可能である。
4. 局は、次の内容を紙面又は電子的形態で公表する。
a) 特許及び植物特許の出願書。提出された明細書を含む。
b) 保護書類。明細書を含む。
c) 委員会による最終決定
5. 局は、他の者及び他の特許庁とこれらの刊行物を交換することができる。
第７条
公報には、少なくとも次のものを記載する。
1. 特許及び植物特許の願書の第１ページ
2. 付与された保護書類の第１ページ及び工業意匠証に含まれる全ての図
3. 所有権が変更されたか移転された保護出願及び保護書類の一覧
4. 没収された保護出願及び保護書類の一覧
5. 拒絶された保護出願の一覧
6. 取り下げられた保護出願の一覧
7. 補正された保護出願及び保護書類の一覧
8. 植物特許の願書に記載されている植物品種の名称の一覧
9. 植物新品種の名称の一覧
10. 放棄された保護書類の一覧
11. 強制実施許諾の決定、並びに、強制実施許諾の補正、取り下げ、他の者への移転及び
放棄
12. 委員会が発出した最終決定の本文
第２部

出願に関する条件及び規定

第８条
1. 保護書類付与に係る出願及び様式は、アラビア語でコンピュータ入力した様式の形式
で提出し（アラビア文字にはサイズ 14 の簡体アラビア文字フォント、ローマ字にはサ
イズ 12 の Times New Roman フォントを使用する。
）、明瞭なものでなければならない。
本第２部の各章に定める条件に従って、電子媒体で写しを提出することを要する。様
式には、全ての必要な情報及び全ての質問への回答を記載するものとする。
2. 局は、保護のそれぞれの目的物について、第９条から第 28 条に定める全ての要件を満
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たした保護出願を受理した日を出願日と定める。
3. 出願人が王国外に居住している場合、権限ある国内の代理人を任命することを要する。
第１章

特許出願に係る条件及び規定

第９条

出願に係る条件

1. 出願には、様式（第 101 号）「特許出願」、発明の明細書及び関連同封物を含める。
2. 発明の名称は、出願様式の提出に係る所定の条件を遵守したものとし、発明の明細書
において言及された名称と異なるものであってはならない。
3. 提出された文書は、原本又は権限を有する当局によって認証されたものとする。
4. 出願時に出願料を納付する。
5. 出願人は、出願に関する局の要件を全て満たすものとする。
第 10 条

様式第 101 号「特許出願」の記入に係る条件

様式第 101 号「特許出願」は、明瞭に記入し、発明の名称、出願人の名称、その宛先、
居住場所又は就業場所、発明者の氏名及びその宛先及び（ある場合）代理人の氏名及びそ
の宛先、並びに、優先権及び開示に関する情報を含めるものとする。様式の記入欄は、そ
の番号に従って次の通り記入するものとする。
１．発明の名称
発明の名称は、簡潔かつ具体的なものとし、また、７語以下のものが望ましい。
「化学的方
法」、「電子装置」、「電気機械」、「新しい特性の有機化合物」等の一般的な表現は、発明の
名称とはみなされない。発明の名称を短くするために、「......の新しい方法」、
「....の改
良」、「......の開発」のような表現は用いてはならない。
２．出願人の名称
個人の場合、氏名は、身分証明書に記載されているものと同一とし、次の順番とする。
名、父の名、祖父の名、姓。法人及び会社の場合、正式名称と同一のものとする。出願人
が複数ある場合、第一出願人に関する情報は、この部分に記入し、それ以外の出願人に関
する情報は、そのための特別の添付書類（様式第 101 号 A）に記載する。局と出願人の間の
連絡は、代理人がいない場合、第一出願人を通じて行うものとする。出願人が発明者でな
い場合、当該出願人への権利移転を示す文書を添付する。
３．発明者の名称
発明者の氏名は、身分証明書に記載されているものと同一とし、次の順番とする。名、
父の名、祖父の名、姓。実際に発明に参加した発明者が複数ある場合、第一発明者に関す
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る情報は、この部分に記入し、それ以外の発明者に関する情報は、そのための特別の添付
書類(様式第 101 号 B)に記載する。
４．優先権及び開示に関する情報
発明が以前に開示されたことがある場合、開示の日付及び開示の理由を示す文書を添付
するものとする。出願人がパリ同盟国の国民又は居住者であり、パリ同盟の一の国におい
て以前に行われた出願の優先権を主張することを希望する場合、優先権の主張に関する情
報（国、出願番号及び出願日）、及び、ある場合、特許番号及びその日付を記載する。優先
権が複数存在する場合、第一優先権に関する情報は、様式第 101 号に記入し、それ以下の
優先権に関する情報は様式第 101 号 C に記載し、以前の出願の認証謄本及びその翻訳を３
ヶ月以内に提出するものとする。あらゆる場合において、王国が締約国であるその他の国
際条約が適用される。その他の以前の出願に関するデータ（国名、出願番号、出願日）並
びに、利用可能な場合、特許番号及びその日付も提出するものとする。
５．添付書類
様式の添付書類（仕様書その他の添付書類）は一覧表を作成し、ページ番号は数字と文
字で記入する。優先権主張の場合、この点に関する添付書類に言及するものとする。
６．代理人の名称
代理人の氏名を記載し、出願人が王国内にある場合、公証人により発行された委任状に
より授権されることが必要である。出願人が王国外にある場合、権限ある機関によって認
証され、王国の国外の外交使節によって認証された委任状が必要であり、また、代理人は、
王国内で当該職業を実施する免許を受けていることについての証明書を添付する。
７．宣言
出願人又は代理人の名称及びその署名は、この部分に記載する。授権された代理人があ
る場合、その印を押す。出願人又は代理人は、正確な情報を提供しなかったことによる全
ての結果について責任を負う旨を表明する。
第 11 条

明細書に係る一般的条件

1. 明細書には、次の内容を、次の順番で記載する。「要約」
、
「詳細な説明」、「請求項」及
び「図面」
2. それぞれの種類の内容の冒頭は、新しいページとするものとし、それぞれの内容の種
類を、ページ最上部の中央に記載し下線を引く。明細書（図面を除く。）の用紙には、
その上方余白の下（余白内ではない。）にページ番号を記載する。
3. 要約及び詳細な説明は、発明の名称をもって始める。
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4. 明細書は、一通の原本及び二通の同一の写しを提出する。写しは、あらゆる複製手段
を使って直接複製することができる。
5. A４サイズの白い用紙を用いる。
6. 用紙は、きず、修正、消去又はカーボンの汚れのないきれいなものとする。
7. それぞれの用紙の片面のみを用いる。
8. 行間は約１cm とする。
9. 全てのページの余白（図面を除く。
）は、上２cm、右 2.5cm、下２cm、左２cm 以上、上
４cm、右４cm、下３cm、左３cm 以下とする。余白には、一切何も記入してはならない。
10. それぞれのページの行に番号を付す。なお、５行目、10 行目等に番号を付すことで足
りる。行番号は、右側の余白の左側に記入する。ただし、
「請求項」については、それ
ぞれの請求項の全ての行にそれぞれ番号を付すものとする。
11. 要約、詳細な説明、及び、請求項には、名称、記号、式、数学及び化学の等式、科学
用語、その他をラテン文字で記載し、その何れにも図面を記載してはならない。表が
ある場合、表は、明細書の詳細な説明に記載する。
12. 大きさはメートル法とし、温度は、摂氏による。対応する他の単位は、括弧を付して
続けて記載することができる。
13. 図面及び説明図によって発明を十分かつ明確に理解できる場合、それらを添付するこ
とが必要である。
第 12 条

アラビア語に翻訳する際の出願に関する指示

1. 科学用語は、初出の場合、アラビア語の同義語を添えて、原語で記載する。その後は、
アラビア語の名称のみを記載する。ただし、例外的に、請求項については、両方の言
語を繰り返し記載する。
2. 外国語の略称を使用する場合、文中で初出の際に、アラビア語と英語の双方で完全な
名称を記載する。その後は、略称のみを記載する。
3. ラテン語の用語が本文で繰り返される場合、ラテン語の用語と同じアラビア語の用語
を使用する。
4. 国際純粋応用物理学連合（IUPAP)SUNAMCO 委員会により承認され、連合文書第 25 号で
公表された記号、単位、名称及び基礎物理学定数を採用する。
5. 構造式、化学式、化学元素記号、化合物及び名称を表記するためには、IUPAC システム
に従ってラテン文字を用いる。表題に化学的名称が表示される場合、アラビア文字及
びラテン文字の両方で表記する。
6. 参照資料、調査文書、記事及び科学的文献は、それぞれの原語で表記する。
第 13 条

要約に係る条件

1. 要約は、半ページ、例外的な場合でも１ページを超えてはならない。
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2. 図がある場合、要約において発明を一般的に表した図に言及し、その図の番号を要約
の末尾に記載する。
3. 要約中に、前項で言及されている図中の要素についての言及があり、当該要素を特定
するために図中で番号又は文字が使われている場合、要約中の本文では、当該番号又
は文字は、括弧に入れて記載する。
4. 要約では、発明の最も重要な構成要素及びその主たる用途についての簡潔な記載に加
えて、技術分野について言及する。
5. 要約は、技術的情報提供のために利用され、科学研究分野において役立つために、技
術的課題の解決策についての明確な考え方を示す簡潔な言葉で記載するものとする。
ただし、要約は、保護範囲の解釈には用いてはならないことに留意すべきである。
6. 発明の予想される意義、価値又は利点については言及してはならない。
7. 要約の英語版がある場合、これを添付する。
第 14 条

詳細な説明に係る条件

詳細な説明には、次の部分を含めるものとする。
1. 「発明の背景」：発明の技術分野を示し、当該発明が克服することができる先行技術に
関する課題についての言及に加えて、発明者が知っている文献を含む先行技術につい
ての説明を行う。
2. 「発明の一般的説明」：先行技術との比較における発明の利点、及び、従前の困難又は
問題点の克服方法について記載する。また、発明の目的についても記載する。これら
は全て、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が明確に理解できるよ
うにする。この部は、通常、主請求項に関するものである。
3. 「図の簡単な説明」：図及び図に部分がある場合は、それらについての簡単な説明を行
う。
4. 「詳細な説明」：説明は、発明が属する技術分野における通常の知識を有する者が実施
できる程度に明確かつ適切なものでなければならず、また、発明及びその産業上の利
用方法のあらゆる点について詳細な説明を行い、出願日又は優先日における最善の発
明の実施方法を開示する。また、説明には、添付された図との関係も記載する。出願
に遺伝子配列が含まれている場合、これは、電子的フォーマットで別個に添付する。
上記の部分は、次の見出しを付して、次の順番で配置する。「発明の背景」、「発明の一
般的説明」、
「図面の簡単な説明」、
「詳細な説明」。見出しは、行の冒頭に記載し、下線
を引く。それぞれの部は、新しいページから始めることは不要である。
第 15 条

請求項に係る条件

1. 出願には、少なくとも独立した請求項を一つ含めることを要する。また、他の従属請
求項及び独立請求項を含めることができ、それらには通し番号を付すものとする。た
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だし、第一請求項は要求する最も広い範囲を定める請求項であることを条件とする。
2. 請求項は、発明の新しい本質的構成要素を含む要求する保護範囲の完全な定義を行う
ものであることを要する。また、請求項は、詳細な説明において開示されたものと対
比された、具体的範囲を定めるものであることを要する。
3. 請求項は、明確かつ相互に関連するものでなければならず、絶対的に必要な場合を除
き、詳細な説明又は図に頼ることなしに、保護範囲を確認することができる程度に具
体的な態様で発明の本質（その利点ではない。
）を確定することを要する。
4. 請求項は、可能な場合には、保護範囲内の新しい部分又は進歩性を特定する方法で記
述するものとする。例えば、保護されるべき発明は、その構成要素及び技術的特徴を
明示し、それに引き続き「...により特徴付けられる」、「改良は...から成る」、又は、
他の類似の文言で特定し、次に、当該発明を他の発明から区別する新規な点又は進歩
的な点について言及する。
5. 出願に図面が含まれており、図面の一つに記載されている構成要素についての言及が
請求項中で行われており、かかる構成要素を特定するための数字又は文字がある場合
には、かかる数字又は文字は、請求項の本文中に括弧を付して言及することができる。
第 16 条

図面に係る条件

1. 図面は、A４サイズの用紙を使い、明瞭に複写できるように、良好かつ明確なものとす
る。
2. 全てのページについて余白の大きさは、上 2.5cm、右 2.5cm、下 1cm、左 1.5cm 以上と
する。
3. ページには、1/4、2/4、3/4、4/4 のように、図面の総ページ数とページ番号を連続し
て記載する。これは、ページ中央の上の余白の下に記載する。
4. 各ページには、複数の図を記載することができる。また、必要な場合、一つの図を複
数のページに記載することも可能であるが、容易に並べて一つの図とすることができ
ることを条件とする。
5. 図には、ページ番号とは無関係に個別の番号を付し、また、可能な場合、通し番号に
従って配置されるように配慮することを要する。
6. 図面中の図の構成要素に付された番号、又は、構成要素を特定するために用いられる
文字は、3mm 以上とする。
7. 同じ構成要素を特定するためには、別の図面においても同じ番号又は文字を用いるも
のとする。
8. 図面は、陰影を用いてはならず、濃い黒い線によるものとし、それぞれの部分の場所
は波線で示す。
9. 図面には、説明用の言葉等を記載してはならない。絶対に必要な場合、主たる特徴の
一部を説明するために、言葉を用いることができる。
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第 17 条

出願のその他の添付書類

出願人は、検査及び調査報告書の写しを局に提出する。また、出願人は、要請に基づき、
局に対し、同一の発明について他の官庁に提出済みの願書の写し又は他の官庁から既に付
与されている特許の写しを局に提出する。
第２章
第 18 条

集積回路の回路配置証に係る条件及び規定
出願に係る条件

1. 出願には次を含めるものとする。
a) 様式第 201 号「集積回路の回路配置証に係る出願」：この様式には、下記第 19 条
に従って、情報を記入する。
b) 集積回路の電子的機能を定義する情報を含む回路配置についての簡潔かつ正確な
説明
c) 回路配置の明瞭な図面及び画像。集積回路の製造方法に関する図面又は画像の部
分は省略することができる。ただし、残りの部分が、回路配置の説明及び特定に
十分なものであることを条件とする。
d) 関連性を有するその他の添付書類
2. 集積回路が、商業目的での利用の対象である場合、局から要請されたときは、その見
本を同封する。
3. 用紙の片面のみ使用すること。
4. 提出文書は、原本又は権限ある当局によって認証されたものとする。
5. 出願時に出願料を納付する。
6. 出願人は、出願に関する局の要件を全て満たす。
第 19 条

書式第 201 号「回路配置証明に係る出願」

様式第 201 号「回路配置証明に係る出願」は、次に従って明瞭に記入する。
１．回路配置の名称
簡潔かつ明確なものとする。
２．最初の商業的利用の日付及び場所
この情報は、世界のいずれかの場所で当該回路配置が、商業的に利用されたことがある
場合に記入する。
３．出願人の名称
個人の場合、氏名は身分証明書に記載されている氏名と同一のものとし、次の順番で記
入する。名、父の名、祖父の名、姓。法人及び会社の場合、正式名称と同一のものとする。
出願人が複数ある場合、第一出願人に関する情報は、この部分に記入し、それ以外の出願
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人に関する情報は、そのための特別の添付書類(様式第 201 号 A)に記載する。局と出願人の
間の連絡は、代理人がいない場合、第一出願人を通じて行うものとする。
４．回路配置考案者の名称
氏名は、身分証明書に記載されているものと同一とし、次の順番とする。名、父の名、
祖父の名、姓。考案者が複数ある場合、第一考案者に関する情報はこの部分に記入し、そ
れ以外の考案者に関する情報はそのための特別の添付書類(様式第 201 号 B)に記載する。
５．代理人の氏名
代理人の氏名を記載し、出願人が王国内にある場合、公証人によって発行された委任状
により授権されることが必要である。出願人が王国外にある場合、権限ある機関によって
認証され、王国の国外の外交使節によって認証された委任状が必要であり、また、代理人
は、王国内で当該職業を実施する免許を受けていることについての証明を添付する。
６．添付書類
様式の添付書類（図面その他の添付文書）及びそのページ番号は、数字及び文字で記載
し、以前の商業的利用については、この点に関する添付書類を記載する。
７．宣言
この部分には、出願人又は代理人の名称及びその署名を記載する。授権された代理人の
印がある場合、これを付け加える。出願人又は代理人は、正確な情報を提供しなかったこ
とによる全ての結果について責任を負う旨を表明する。
第３章
第 20 条

植物特許出願に係る条件及び規定
出願に係る条件

1. 出願には、様式第 301 号「植物特許出願」、本規則によって保護される植物の属毎の形
式に従った植物品種についての技術的説明、並びに、関連する添付書類を含める。
2. 保護に係る出願は、一品種に関するものとし複数の品種について行うことはできない。
3. 白の A４サイズの用紙を使い、用紙は汚れがなく、修正、消去及びカーボンの汚れがな
いものでなければならない。
4. 品種の技術的説明は、原本一通と真正な謄本二通を提出する。
5. 品種の技術的説明において記載する植物品種の名称は、様式及び公式文書に記載され
ている名称と同一のものでなければならない。
6. 提出書類は、原本又は権限を有する当局によって認証されたものとする。
7. 出願時に出願料を納付する。
8. 出願人は、出願に関する局の要件を全て満たす。
第 21 条

様式第 301 号「植物特許出願」の記入に係る条件

様式第 301 号「植物特許出願」は、明瞭に記入するものとする。出願人の名称及び植物
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育成者の名称、並びに、優先権及び開示に関するデータを英語で付記することが望ましい。
様式の記入欄は、その番号に従って次の通り記入するものとする。
１．植物品種の名称又は名称案
品種の名称は、この部に記載する。名称が無い場合、品種の名称案又は植物育成者に言
及した暫定的な名称を提示する。植物品種の名称は、意味の有無にかかわらず、一語、言
葉と数字を組み合わせたもの、又は、文字と数字を組み合わせたものによることができる。
ただし、名称の構成要素によって品種を特定することが可能であることを条件とする。
属及び種：品種の科学的名称は、科学的名称の記載方法の慣例に従って、ラテン語で属及
び種を記載し、イタリック体とするか下線を引いて表す。
通称又は商業上の名称：品種の通称又は商業上の名称がある場合、アラビア語及び英語又
はラテン語で記載する。
２．出願人の名称
個人の場合、氏名は、身分証明書に記載されている氏名と同一のものとし、次の順番で
記入する。名、父の名、祖父の名、姓。法人及び会社の場合、正式名称と同一のものとす
る。出願人が複数ある場合、第一出願人に関する情報は、この部分に記入し、それ以外の
出願人に関する情報は、そのための特別の添付書類(様式第 301 号 A)に記載する。局と出願
人の間の連絡は、代理人がいない場合、第一出願人を通じて行うものとする。
３．植物育成者の名称
植物育成者の氏名は、身分証明書に記載されているものと同一とし、次の順番とする。
名、父の名、祖父の名、姓。実際に植物の育成に参加した育成者が複数ある場合、第一育
成者に関する情報はこの部分に記入し、それ以外の育成者に関する情報はそのための添付
書類(様式第 301 号 B)に記載する。
４．代理人の氏名
代理人の氏名を記載し、出願人が王国内にある場合、公証人によって発出された委任状
により授権されることが必要である。出願人が王国外にある場合、権限ある機関によって
承認され、王国の国外の外交使節によって認証された委任状が必要であり、また、代理人
は、王国内で当該職業を実施する免許を受けていることについての証明を添付する。
５．添付書類
様式の添付書類(品種の技術的説明その他の添付書類)は一覧表を作成し及びページ番号
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は数字と文字で記入する。優先権主張の場合、この点に関する添付書類を示すものとする。
６．優先権及び開示に関する情報
植物品種が以前に開示されたか販売されたことがある場合、又は、増殖素材が以前に販
売されたことがある場合、開示の日付及び開示の理由を示す文書を添付するものとする。
優先権主張の場合、ある場合、国名、出願日、出願番号、公表日、植物特許番号（植物育
成者への特許付与番号）及びその日付を記載する。以前の出願の認証謄本及びその翻訳を
三ヶ月以内に添付する。あらゆる場合において、王国が締約国である国際条約が適用され
る。
以前の出願に関するデータ(国名、出願日、出願番号、公表日)並びに、利用可能な場合、
植物品種番号（植物育成権番号）及びその日付も提出するものとする。
７．宣言
この部には、出願人又は代理人の名称及びその署名を記載する。授権された代理人があ
る場合、その印を押す。また、出願人又は代理人は、正確な情報を提供しなかったことに
よる全ての結果について責任を負う旨を表明する。
第 22 条

品種の技術的説明に係る条件

品種の技術的説明を提出する際、これには、次のものを含める。
1. 品種の名称
2. 植物分類名称（ラテン語及び現地の名称の双方で示す。）
3. 品種の起源及び育成方法の完全な開示、並びに、それが遺伝子工学によるものである
か否か
4. 当該品種を育成するために用いられた選択及び増殖過程の連続的な段階についての詳
細な説明
5. 品種の特徴における違いの程度を示した品種の均一性の証拠
6. 品種の安定性についての記述で、識別性を有する特徴のいずれも変化しなかった増殖
の周期の数、並びに、増殖過程、その反復過程に認められた変化、及び、認められた
か予測された混乱の反復を示したもの
7. 当該品種が識別性があることについての記述で、同じ種を起源とする他の品種と如何
に区別されるかを明確に示したもの。当該品種と他の品種の間に類似性がある場合、
出願人は、それらの品種を明記し、それらの品種の間の違いについての詳細な説明を
付す。当該品種の増殖素材若しくはその他の植物標本、又は、その写真を提供するこ
とが、当該品種の識別性を極めて明瞭に示すことに資する場合、かかる標本等を提供
する。
8. 当該品種を識別するために図面が必要な場合、当該品種の図面を簡単な説明を付して
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提供する。
9. 当該植物又はその主要な部分の写真。特に、観賞用植物又は知られていない植物の場
合
第 23 条

出願のその他の添付書類

出願人は、検査及び調査報告書の写し、並びに、要請に基づき、同じ植物品種に関連し
て他の官庁に提出した以前の出願書又は他の官庁から付与された植物特許証（育成者の権
利証）の写しを局に提出する。
第 24 条
局は、法の適用の一年目に 15 種類の属を保護するものとする。局は、その一覧表を発行
し、一覧表には、必要と能力に応じて毎年追加の属を記載する。
第４章
第 25 条

工業意匠証出願に係る条件及び規定
出願に係る条件

1. 証明書の出願には複数の工業意匠を包含することができる。ただし、その全てが、国
際工業意匠分類（ロカルノ分類）に基づく同じクラス若しくは同じグループ又は同じ
構成のものであることを条件とする。出願人は、各工業意匠について所定の料金を納
付する。
2. 出願には、様式第 401 号「工業意匠証出願」及び様式第 401 号 A「工業意匠のデータ」
及びその他の関連の添付文書、並びに、保護を求めている工業意匠に関する図面（画
像及び図面）を含める。出願に含まれている工業意匠の数を明記する。工業意匠それ
ぞれについて様式第 401 号 A を記入する。
3. 用紙は片面のみを使う。
4. 提出書類は、原本又は権限を有する当局に認証されたものとする。
5. 出願時に、出願書（様式第 401 号 A）それぞれについての料金を納付する。
6. 出願人は、出願に関する局の要件を全て満たす。
第 26 条

様式第 401 号「工業意匠証出願」の記入に係る条件

様式第 401 号「工業意匠証出願」は、次の通り明瞭に記入する。
１．出願人の名称
個人の場合、氏名は、身分証明書に記載されている氏名と同一のものとし、次の順番で
記入する。名、父の名、祖父の名、姓。法人及び会社の場合、正式名称と同一のものとす
る。出願人が複数ある場合、第一出願人に関する情報はこの部分に記入し、それ以外の出
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願人に関する情報はそのための特別の添付書類(様式第 401 号 B)に記載する。局と出願人の
間の連絡は、代理人がいない場合、第一出願人を通じて行うものとする。
２．代理人の氏名
代理人の名称を記載し、出願人が王国内にある場合、公証人によって発行委任状により
授権されることが必要である。出願人が王国外にある場合、権限ある機関によって認証を
受け、王国の国外の外交使節によって認証された委任状が必要である。また、代理人は、
王国内で当該職業を実施する免許を受けていることについての証明を添付する。
３．宣言
出願人又は代理人の名称及びその署名は、この部分に記載する。授権された代理人があ
る場合、その印を押す。出願人又は代理人は、正確な情報を提供しなかったことによる全
ての結果について責任を負う旨を表明する。
第 27 条

様式第 401 号 A「工業意匠のデータ」の記入に係る条件

工業意匠の数は、様式第 401 号に記載する番号に従って、連続して記載する（１、２、
３、４・・・）。様式第 401 号 A は次の通り記入する。
１．意匠家の名称
意匠家の氏名は、身分証明書に記載されているものと同一とし、次の順番とする。名、
父の名、祖父の名、姓。意匠家が複数ある場合、第一意匠家に関する情報はこの部分に記
入し、それ以外の意匠家に関する情報はそのための特別の添付書類(様式第 401-C 号)に記
載する。
２．技術的情報：工業意匠の説明
工業意匠は、書面により、同封の各図案（画像又は図面）について説明するか、できる
限り簡潔に一般的説明を行うことによって説明する。指定されたスペースでは十分ではな
い場合、追加の用紙を添付することができる。
製品の種類
工業意匠が用いられている製品の種類は、国際工業意匠分類に従って、簡潔かつ具体的
に示す。
分類
工業意匠の分類は、国際工業意匠分類に従って記載する。
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３．優先権及び開示に関する情報
工業意匠が公式の博覧会において展示されたことがあるか、又は、以前に別途一般に開
示された場合、展示又は開示を示すために必要な文書を同封する。出願人がパリ同盟国の
国民又は居住者であり、パリ同盟の一の国において以前に行われた出願の優先権を主張す
ることを欲する場合、優先権の主張に関する情報(国、出願番号及び出願日)、及び、ある
場合、証明書の番号及びその日付、並びに、ある場合、分類を記載する。以前の願書の認
証謄本及びその翻訳を三ヶ月以内に添付する。あらゆる場合において、王国が締約国であ
るその他の国際条約が適用される。その他の以前の出願に関するデータ(国名、出願番号、
出願日)並びに、利用可能な場合、証明書番号及びその日付も提出するものとする。
４．添付書類
様式の添付書類(図面その他の添付書)は一覧表を作成し及びページ番号は数字と文字で
記入する。優先権主張の場合、関係する添付書類に言及するものとする。
第 28 条

図案（画像又は図面）に係る条件

保護範囲が出願時に同封されている図面に基づいて決定されることを踏まえて、出願に
は、工業意匠の全体を示す図面又は写真を含める。このため、次を遵守する。
1. 工業意匠の一定の色彩の保護を希望する場合、図面は多色とする。
2. 工業意匠中に保護を求めない図又は部分がある場合、波線で示すものとする。
3. 一通の出願の様式第 401 号 A に、工業意匠について複数の図が提出されている場合、
保護の範囲は、これらの図の共通の要素とする。
4. 図は、A４サイズの用紙を用い、最小 40mm×40mm、最大 252mm×165mm とする。１ペー
ジに複数の図を配置することができる。
5. 図は添付されたものが公表されることになることから、図は、明瞭かつ保護を求める
工業意匠の顕著な特徴を示したものとする。
6. 図には、説明その他を目的として言葉を記入してはなｒなあい。
7. それぞれの工業意匠についての図には、例えば 1-1、1-2、1-3・・・（工業意匠の番号
－図の番号）のような通し番号を付す。これは図の下に記載する。
8. 図のページには、例えば、1/4、2/4、3/4、4/4・・・（ページ番号/総ページ数）のよ
うにそれぞれの工業意匠毎に通し番号を付す。これは、ページ中央の上の余白の下に
記載する。
9. 図は、一通の原本及び二通の真正な写しを提出する。写しは、直接複製することがで
きる。電子形態の写しも添付する。
第３部

優先権及び開示に係る規定
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第 29 条
1. パリ同盟国又は王国が締約国である国際条約の国の官庁又は地域官庁における以前の
出願は、優先権を生じさせるものとして認められる。
2. 優先権の期間は、最初の出願の日から開始する。出願日は、当該期間には含まれない。
3. 優先期間の最終日が公的休日又は局が出願を受理するために開かれていない日に当た
る場合、当該期間は、翌就業日まで延長される。
4. 優先権を主張する出願人は、以前の出願番号及び特許出願又は工業意匠出願の分類コ
ードを局に提供することを、出願日から３ヶ月以内の猶予期間を延期することができ
る。
5. 優先権を主張する出願人が所定の猶予期間内に以前の願書の認証謄本及びその翻訳を
提出しなかった場合、当該出願人の優先権は失効し、局の登録簿にその旨が記載され
る。
第 30 条
1. 次の場合、発明及び工業意匠の開示は先行技術の一部とはみなされない。
a) 出願日又は優先権主張の日に先立つ６ヶ月以内に、出願人又はその前権利者に対
する不正な行為に起因して開示が生じた場合
b) 特許出願に先立つ一年間、又は、工業意匠証の出願日に先立つ六ヶ月間に、パリ
同盟加盟国の一つにおける公認の国際博覧会において展示した結果として開示が
行われた場合
2. 出願人が、公式の博覧会において展示することを希望する製品について発明又は工業
意匠の暫定的保護を受けることを希望する場合、当該出願人は、発明又は工業意匠を
説明した簡潔な説明、図面、及び、関連する製品についての説明を添付して展示する
ことについての希望を表明して、局に申請する。局は、必要と思われるその他のデー
タを提出するよう出願人に要請することができる。王国外で展示される製品について
は、展示される製品、それに関するデータ及び展示日を明記した公的機関によって認
証された証明書を提出する。
3. 1.及び 2.において定める期間は、法第 10 条に定める優先期権の期間の延長を伴うこと
はできない。
第 31 条
他の国における植物特許の出願、又は、当該国において取引が認められる品種の目録へ
の登録出願によって、当該出願の対象である品種は、出願日以降、周知のこととなる。た
だし、当該出願によって植物出願の付与又は目録への登録が行われることを条件とする。
また、品種は、現に利用されているか、公認の専門的団体により維持されている品種登録
簿に登録されているか、又は、参考標本集に含まれている場合、周知のこととみなされる。
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第４部

保護出願の補正及び取り下げに係る規定

第 32 条
1. 出願人自身により行われるか、又は、局の要請により行われる保護出願の補正又は追
加は、出願時に開示されたものを超えてはならず、また、所定の料金が支払われるこ
とを条件とする。
2. 工業意匠証書出願に含まれている図の補正の場合、補正の日が出願日とみなされる。
3. 特許出願者は、請求項の削除又は追加を行うことができる。ただし、発明の同一性を
変えないことを条件とする。
4. 保護の出願人は、無料で、願書における記載又は計算の誤りを訂正することができ、
また、願書におけるデータの変更を請求することがきでる。
5. 保護の出願人は、出願についての最終的な決定が行われていない限り、出願を取り下
げることができる。取り下げの請求は、最終的かつ無条件のものとする。
6. 保護の出願が複数の者によって行われていた場合、取り下げの請求は、全員によって
署名されていない限り受け入れられない。
第 33 条
実体審査の結果、出願に複数の発明が含まれていることを理由として、特許出願人がそ
の裁量により又は局からの要請において出願を複数の出願に分割する場合、当該出願人は
原出願に含まれていた発明を明記する。また、同出願人は、新たな出願についての規定に
より規律される独立の出願として分離された他の願書を提出することもできる。これらの
出願については、元の出願日が維持され、優先権がある場合、これを享有する。
第５章

方式審査及び実体審査に係る規定

第 34 条
登録された出願は、保護の目的物それぞれについて法第８条及び規則第２部の条項に定
める方式要件を満たしていたことを確認するために審査される。方式審査から、所定の条
件の一部が満たされていないことが判明した場合、出願人は、その旨の通知の日から 90 日
以内にかかる条件を満たすことが要請される。出願人が当該期間内に要請されたことを行
わない場合、その出願は無効とみなされる。
第 35 条
1. 特許又は植物特許の出願の方式審査から、出願が方式要件を満たしていると判断され
た場合、局は、出願人に対し３ヶ月の猶予期間内に所定の公告の料金を支払うよう通
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知する。当該出願人が所定の期間内にこれを支払わなかった場合、出願は拒絶され、
このことが登録簿に記載され、公報で公告される。当該猶予期間内の終了前に出願が
取り消され場合、出願は公告されない。
2. 局は、特許又は植物特許の出願の実体審査のために必要な経費を査定する。査定は、
審査の実費に従ったものとし、出願人は、その通知の日から３ヶ月以内に納付するこ
とを要する。納付しなかった場合、出願は失効し、このことが登記簿に記載され、公
報で公告される。
3. 上記の査定額が納付された場合、局は出願の実体審査を行う。
第 36 条
局は、出願が法の第４条、第 43 条、第 44 条、第 45 条及び第 46 に定める規定、並びに、
規則の条項を満たしていることを確認するため、特許出願の実体審査を行う。
この目的で、次を行うことができる。
a)

発明の本質的な構成要素を確認することを目的として請求項、説明及び図面を検討す
る。

b)

国際特許分類に従って出願を分類する。

c)

データベースの検索その他の方法により発明に関係した文献を確認する。

d)

発明に最も近い文献を発明との比較を通じ特定する。

e)

発明の最も近い文献との比較を通じ発明の新規性を評価する。

f)

関連文献から分かる発明が属する技術分野における通常の知識を有する者の知識の利
用を通じて、進歩性を評価する。

g)

発明の産業上の利用可能性を評価する。
局は、出願が所定の条件並びに必要な説明及び補正を満たしているか否かについての意

見を含め、実体審査の報告書を作成する。
第 37 条
局は、出願が法の第４条、第 54 条及び第 55 条に定める条件並びに規則に定める条項を
満たしていることを確認するために植物特許の出願の実体審査を行う。この目的で、局は
次を行うことができる。
1. 当該品種が、特定されている植物分類に属していることを確認する。属していない場
合、出願人は、その旨通知を受け、30 日以内に補正を求められるが、これが行われな
い場合、出願は拒絶される。
2. 当該品種が新規なものであることを確認する。
3. 当該品種が、識別性、均一性を有し、安定性を有していることを確認するため、次に
従って当該品種の技術的試験を行う。
a)

王国外でそれまで出願が行われたことがない出願は、局又は局が指定する国内若
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しくは国外の機関により、「識別性、均一性及び安定性についての試験実施に係る
植物新品種保護国際同盟7ガイドライン」に従って、試験が行われる。一覧表に掲
載されていない品種については、利用可能な資料にしたがって試験が行われる。
b)

王国外でそれまでに出願が行われたことがある出願であって、国外で試験が行わ
れたか行われることとなっているものについては、試験が王国の環境条件にみあ
う環境条件で実施されたものである場合、局は、かかる試験の結果を利用し、採
用することができる。局は、出願が、定められた条件並びに必要とされる説明及
び補正を満たしているか否かについての局の意見を含む実体審査の報告書を作成
する。

第 38 条
1. 植物品種の技術的試験は、直近の発芽に適した最寄りの時期に実施する。
2. 出は、発芽日に十分先立って、情報及び試験材料を局又は局指定の機関に提供する。
局は、各植物品種に関する指示に従って試験を実施することを目的として標本の仕様
を定める。
3. 試ために出願人から提供された資料は、局により具体的に求められない限り、一切の
特別の処理が行われたものであってはならない。
4. 法第 58 条 D の規定の適用上、局は、国内市場から植物品種の標本を入手することがで
きる。
第 39 条

品種の名称付与に係る規定

1. 植物特許の出願中に言及されている名称は、それが所定の条件を満たしている場合、
公告される。利害関係者は、公告の日から３ヶ月以内に名称について異議を申し出る
ことができる。
2. 当該名称が所定の条件を満たしていない場合、出願人は、その旨通知を受け、３ヶ月
以内に代わりの名称を提起する。出願人がこれを行わなかった場合、又は、代わりの
名称が所定の条件に従っていない場合、出願は拒絶される。受け入れられた場合、当
該名称は登録され、前の名称は取り消され、当該名称が公告される。
3. 当該名称が商標その他を侵害していることが証明された場合、出願人は、提示した名
称を変更する。
4. 王国内において品種の名称が使用、提案又は登録された場合、当該名称は、拒絶され
ない限り、局が関係するあらゆる手続において用いられる。
5. 保護品種の増殖素材の販売の申し出をし、販売し、その他の方法で流通させる者は、
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当該品種の名称を使用しなければならない。この義務は、植物特許の権利が失われた
場合であっても存続する。保護品種の登録名称は、流通又は展示する場合、商標、商
号又は類似のデータと組み合わせても識別が容易な場合、これらのものと組み合わせ
ることができる。
第 40 条

名称の拒絶及び取り消し

1. 植物品種の名称の登録は、次の場合に拒絶される。
a)

規則第 21 条第１項の規定を遵守していない場合

b)

品種を特定する上で不適切な場合、特に、識別性の欠如によるか又は言語上不適
切なとき

c)

シャーリア（イスラム法）と整合的ではない場合

d)

品種及び種子の分野において、品質、数量、目的、価値、地理的原産地又は生産
期間を確定するために用いられる商標又はデータのみから構成されている場合

e)

品種の特徴、価値、地理的原産地、又は、品種と個人、特に植物育成者若しくは
出願人との関係について、誤解を与えるか、混同を生じさせる場合

f)

同一種又は強い関係がある種に属する以前の品種について王国又は他の国におい
て提案された名称と同一であるか又は混同させるほど類似している場合。ただし、
以前の品種の利用が終了している場合はこの限りではない。

2. 名称は、法又は規則のいずれかの規定に違反している場合、取り消される。局は、植
物特許の出願人又は特許権者に取り消しの決定を通知し、出願人又は特許権者は新し
い名称を提案することが求められる。第 39 条に定める手続が適用される。
第 41 条
1. 局は、提出された出願の実体審査において、他の特許庁が発行した調査報告書、実体
審査報告書及び保護書類を利用することができる。
2. 委員会は、保護の目的物が侵害されているか、かかる侵害が差し迫っているとの出願
人の要請に基づいて、保護書類のための出願の審査を迅速に行うよう局に要請するこ
とができる。出願人は、迅速な審査の要請の裏付けとなるもの及び出願人の主張が真
正であることを証明するために出願人に対し委員会が要請するものを全て委員会に提
出する。
第 42 条
1. 局は、最初の実体審査の報告を含む実体審査の結果を出願人に通知する。出願人は、
報告に沿った出願の補正を局に提出する。出願人は、報告中の何らかの事項に同意で
きない場合、その根拠を提示する。
2. 局は、出願人から提出された補正又は根拠に納得した場合、付与手続の完了に向け取
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り進める。局は、異なる判断をした場合、二回目の実体審査の報告を出願人に通知し、
出願人は、当該報告に沿って行った出願への補正を局に提出する。出願人は、報告に
おいて言及されているものに同意できない場合、その根拠を示す。
3. 局は、出願人から提出された補正又は根拠に納得した場合、付与手続の完了に向け取
り進める。ただし、局は、異なる判断をした場合、出願を拒絶する決定を発出する。
4. 出願人は、局から出願人宛ての通知に対し、当該通知の日付から３ヶ月以内に応答す
る。この期間は、必要な場合、その満了前に理由を付して申請書を提出することによ
り一ヶ月間延長することができる。所定の期間内に応答がない場合、出願は拒絶され
る。
第 43 条
局は、出願人が提出した情報に基づいて、工業意匠が新規であり、かつ、法第４条の規
定に違反しておらず、また、当該工業意匠が、他の者に帰属する商標、旗又は公的記章を
含んでいないことを確認することができる。
第６章

付与、拒絶及び無効の規定

第 44 条
1. 保護出願が、所定の条件を満たしていることを確認したとき、局は、出願人にその旨
通知し、３ヶ月以内に付与及び公告料を納付するよう出願人に求める。納付が行われ
た場合、局は、保護書類を発行し、公報で公告する。出願人が所定の期間内に納付し
なかった場合、出願は拒絶される。
2. 局は、保護書類の出願が所定の条件を満たしていないと判断する場合、出願を拒絶す
る理由を付した決定を発し、当該決定は出願人に通知され公報において公告される。
第 45 条
(a) 特許文書の第１ページには、少なくとも次の情報を記載する。
1. 発明者の名称
2. 特許の所有者の名称
3. 特許所有者の住所
4. 代理人の名称
5. 出願番号
6. 出願日
7. 特許番号
8. 付与日
9. 優先権情報（出願番号-優先日-優先国）
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10. 公告番号及び日付け
11. 国際特許分類(IPC)
12. 引用文献
13. 発明の名称
14. 要約
15. 審査官の名称
(b) 回路配置証の第１ページには、少なくとも次の情報を記載する。
1. 回路配置考案者の名称
2. 証明書所有者の名称
3. 証明書所有者の住所
4. 代理人の名称
5. 出願番号
6. 出願日
7. 証明書番号
8. 付与日
9. 最初の商業的利用の日付及び場所
10. 回路配置の名称
11. 簡単な説明
12. 回路配置の図面
(c) 植物特許文書の第１ページには、少なくとも次の情報を記載する。
1. 植物育成者の名称
2. 植物特許の所有者の名称
3. 植物特許の所有者の住所
4. 代理人の名称
5. 出願番号
6. 出願日
7. 植物特許番号
8. 付与日
9. 優先権情報（出願番号-優先日-優先国）
10. 属名及び種
11. 俗称又は商業上の名称
12. 要約
(d) 工業意匠証の第１ページには、少なくとも次の情報を記載する。
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1. 意匠創作者の名称
2. 証明書所有者の名称
3. 証明書所有者の住所
4. 代理人の名称
5. 出願番号
6. 出願日
7. 証明書番号
8. 付与日
9. 優先権情報（出願日-優先日-優先国）
10. 意匠の数
11. 技術的情報
第 46 条
保護書類を全体として又は部分的に無効にするための理由は次の通り。
1. 特許については、法第４条、第 43 条、第 44 条及び第 45 条の規定の違反
2. 回路配置証については、法第２条、第４条、第 49 条及び第 50 条の規定の違反
3. 植物特許については、法第４条、第 54 条及び第 55 条の違反
4. 工業意匠証については、法第２条、第４条及び第 59 条、並びに、規則第 43 条の規定
の違反。
局は、保護書類のいずれかの無効に関する最終決定が発せれたら直ちに委員会から通知
を受け、これを登録し、公告する。
第７部

侵害及び利用に係る規定

第 47 条
次の行為は、特許の侵害とはみなされない。
1. パリ同盟の他の国の船舶が、一時的に又は偶発的に王国の領海内に入った場合、当該
船舶の船体、機械、装置又は付属品であるかを問わず、当該船舶における特許の目的
物を構成する手段の使用。ただし、これらの目的物の使用は、当該船舶で必要とされ
る場合に限定される。
2. パリ同盟の他の国に帰属する航空機又は車輌が一時的に又は偶然に王国内に入った時、
かかる航空機又は車輌の建造又は操作における特許の目的物を構成する装置の使用
第 48 条
発明を利用するために政府機関により提出される強制実施許諾の申請には、強制実施許
諾を必要とする公益の考慮についての表明を含むものとする。かかる考慮は、かかる実施
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許諾を付与する決定において記載される。
第８部

国家安全保障に関する出願

第 49 条
国家安全保障に関係する出願に係る手続は、次の通りとする。
1. 軍人であるか文民であるかを問わず、各政府職員は、その職務の範囲内で国家安全保
障に関連する保護の目的物を達成した場合、当該目的物及びそれに起因する全ての利
益を政府の権限ある当局に、その承認の上で、譲渡することを約束する。
2. また、上記の者を除くあらゆる者で、国家安全保障に関連する保護の目的物を達成し
た者は、当該目的物及びそれに起因する全ての利益を政府の権限ある当局に、その承
認の上で、譲渡することを約束する。当該当局は、この者に対し、公正な報酬を支払
う。
3. 上記の２項に従って政府の権限ある当局に譲渡する者、及び、当該譲渡について知っ
ている他の全ての者は、保護の目的物及び譲渡を秘密にすることを約束し、また、許
可を受けた者に対する場合を除き、これを開示してはならない。
4. 政府の権限ある当局は、必要な譲渡を受けた後、市の長に対し、保護書類に係る出願
をし、出願を秘密にしておく要請書を願書に添付することができるものとする。市は、
出願に関連した通常の全ての手続に従い、出願に関する情報を公表しないことを約束
する。
5. 出願、明細書、図面、補正、保護書類、及び、それらの写しは、封印し、押印された
ファイルに保管するものとし、また、保護の有効期間中、政府の権限ある当局の裁量
に委ねられる。当該ファイルは、政府の当該権限ある当局又はその命令によってのみ
によって開封することができる。
6. 封印されたファイルの内容は、いかなる状況においても公表又は他の者の閲覧のため
に供することはできない。
7. 封印され押印されたファイルは、保護の有効期間中いつでも政府の権限ある当局が提
供するよう要請した者に対し提供され、返還後、直ちに再度封印され押印される。
8. 封印され押印されたファイルは、保護期間の終了後、政府の権限ある当局に送付され
る。
9. 本条に基づく保護文書を付与する決定の取り消しを求める申請は、政府の権限ある当
局の承認がある場合を除き、受理されない。
10. 保護書類と関連した侵害訴訟の開始は認められない。
11. 国家安全保障に関連する保護の目的物と関連して、政府の権限ある当局との、目的物
の審査及び調査、並びに、調査及び審査を目的とした措置のための通信は、開示又は
使用とは認められない。かかる行為は、保護書類を受ける資格に影響を及ぼすものと
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みなされない。
12. 市の長は、出願が国家安全保障と関連があり、かつ、政府の権限ある当局に譲渡され
ていないと判断した場合、出願を、政府の権限ある当局へ実施許諾されたものと同様
に取り扱うよう命じることができる。
第 10 部

委員会に関する規定

第 50 条
委員会との通信は、委員会が定める宛先で委員長に直接宛てるものとする。
第 51 条
訴えは、原本一通及び関係する訴訟当事者の数と同数の写しの申立書を通じて委員会に
対し提起し、また、申立書は、委員会事務局に送付する。ただし、申立書には次のデータ
を記載することを条件とする。
1. 原告の正式名称、職業又は地位、居所、身分証明書の番号及び発行地、宛先（郵便私
書箱を含む。）、電話及びファックス番号、屋号その他原告と連絡を取ることができる
手段、並びに、代表がある場合、これらのデータ
2. 被告の正式名称、職業又は地位、居所及び宛先（郵便私書箱を含む。）、電話及びファ
ックス番号、屋号その他被告と連絡をとることができる手段
3. 訴訟の目的物
4. データ及び根拠となる証拠
第 52 条
通知は、原告の訴状に記載された被告の宛先に送達する。通知は、原本一通、謄本一通
の同一内容の二部をもって行う。複数の被告がある場合、謄本は、被告の人数と同じとす
る。通知には、次を記載する。
1. 通知の件名及び日付
2. 原告の正式名称、職業又は地位、及び、居所、並びに、原告の代表の正式名称、職業
又は地位、及び、居所
3. 通知の名宛人の正式名所、職業又は地位、及び、居所
第 53 条
訴訟当事者は、委員会に提起された訴えについて次の通り通知を受ける。
1. 通知の写しは、名宛人の居所又は、職場がある場合、職場において名宛人に交付され
る。さもなければ、通知は、名宛人の居所で発見された名宛人と居所を共有する者に
交付される。そのいずれもいない場合、又は、発見された者が交付の受け取りを拒否
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する場合、当該地区の Umdah 又は場合によっては警察署に交付する。
2. 訴訟当事者が政府当局の場合、当該当局の長又は次席に交付する。
3. 訴訟当事者が営利会社又は個人企業の場合、通知は、共同パートナーの一人、取締役
会会長若しくは代表、又は、個人企業の所有者若しくはその代表に交付される。
4. 訴訟当事者が王国内に支店又は代理店を置く外国企業の場合、通知は、支店又は代理
店の支配人に交付する。
5. 訴訟当事者が王国外に居住している者の場合、外務省を通じて通知される。この場合、
通知の交付を証明する回答を受領することで十分である。
6. 訴訟当事者が軍人又は軍当局の職員の場合、通知は、その者を管轄する権限を有する
者を通じて交付される。
7. 訴訟当事者が囚人の場合、通知は、刑務所長に交付される。
通知は、名宛人に対しその居所又は職場以外の場所で交付された場合であっても、名宛
人に交付された場合は法的に有効とする。いずれの場合においても、通知は、書留郵便で
送付することができ、かかる通知は法的に有効とする。
第 54 条
委員会は、保護書類に関連した訴えに関して発出された全ての裁定及び決定を局に通知
する。
第 55 条
委員会は、訴状の提出後直ちに、被告に対し予防的かつ暫定的な措置を命じることがで
きる。ただし、原告が、訴えが証明されなかった場合の被告の権利を保護するために委員
会が決定した保証金を提供することを条件とする。
第 56 条
委員会が、専門機関の支援を求めることを決定した場合、委員会は、預託金について責
任を負うとみなす訴訟当事者に対し、専門的サービスの見積費用と同じ金額を、一定の期
間内に王国内の公認されている銀行による支払保証付小切手で預託するよう命令すること
ができる。当該訴訟当事者が委員会により指定された期間内に当該金額を預託しなかった
場合訴訟の他方当事者は、事件が自分に有利に決定された場合、訴訟相手に対する自らの
償還請求権を害することなく、当該金額を預託することができる。
第 10 章

最終規定

第 57 条
市の長は、必要な規則の改正を発出する。
309

[特許庁委託]
模倣対策マニュアル 中東編
[著者]
〈UAE およびサウジアラビア〉
Al Tamimi & Company, United Arab Emirates

〈イラン〉
Law office of Albert Bernardi,
Dr. Albert Bernardi
日本貿易振興機構
［発行］
日本貿易振興機構 在外企業支援・知的財産部 知的財産課
〒107-6006 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 6 階
TEL:03-3582-5198
FAX:03-3585-7289
2009 年 3 月発行 禁無断転載

本冊子は、日本貿易振興機構が 2009 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ
の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び
当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの
でないことを予めお断りします。

