


418 
 

第 2 節 工業意匠 

イランにおける工業意匠制度は既に述べたように 2008 年法が制定された際に初めて導入

されたもので、実施規則が決まるまでは登録手続きなど具体的詳細はまだ明らかではない。 

新法の規定によると意匠権の有効期間は出願日から当初５年で、その後５年の期間で２

回延長することができる（法２８条）。審査は方式審査並びにイスラム法および公序良俗

に反するかにつき行なわれるが、新規性など実体的要件については行なわれない（法２７

条）。新規性の基準は世界公知である（法第２１条）。 

 

 

第 3 節 商標 

 

1. 制度の概要 

イランはマドリッド協定及び同議定書のもとづく国際出願制度を導入している。 

1. 商標制度の歴史については既に「第１章 はじめに」の項で述べたとおりである。 

2. 商標はテヘランの産業財産権部で登録されるが、ごく 近、産業財産権部は３課に分

割され、商標課、工業意匠課、そして特許課となっている。 

3. 2008 年 8 月までに登録された商標はおよそ 155,600 に上る。 

 

商標登録出願は、既に同一あるいは類似の商標が登録されていない限り、あるいは慣用

的な名称であるか原産地表示であるとかでない限り、誰でも可能である。 

 

イランでは 2008 年の産業財産権法になって団体商標が認められるようになっている。 

 

色彩については単独では独占排他的な権利とはなりえないが、種々の色彩の組合せを有

する商標の登録は可能である。音については商標として登録対象とはならないが、理論物

理学部（Theoretical Physics Department）の同意を得て立体商標は認められる。 

イランの新たな産業財産権法ではその第 3章の第 30 条で定められている商標の定義に従え

ば、次の通りである。 

 

「商標は、法人あるいは自然人の商品あるいはサービスを識別できる可視的な標識であ

る。」 

 

 

2. 出願 

外国案件の出願は、イラン民法典第 1295 条に従って、商標権専門弁理士または法律専門

家が、出願人が付与し、出願人の本国にあるイラン領事館が認証した委任状を使って行わ

なければならない。 

 

外国人たる出願人は、司法上／行政上の通知送達先として、イラン国内の法律上の住所

を指定しなければならない。通常は、出願手続を行う商標権専門弁理士または法律専門家

の住所が指定される。 

商標出願は出願から登録証の発行までの必要期間は約３ヶ月である。３ヶ月とやや長い

期間が必要な理由は、商標出願がイラン官報に公告され、その後異議申し立てを期間を３

０日間認め、さらに登録の公告を官報で行うためである。 
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商標出願が出願人の属する国あるいはその他の外国における別の出願に基づくものであ

る場合には、イランにおける登録が容易となる。 

 

外国からの商標登録出願があった場合には、次のようなプロセスを経過することとなる。 

1. 出願は商標課で受付がされる。 

2. 出願は既に述べたような拒絶理由によりこの商標課で拒絶されることがある。 

3. 出願は先行する同一または類似の登録、あるいは先使用を根拠として利害関係者によ

り異議申し立てが成される。これは、官報に公告してから３０日以内にすることがで

きる。 

出願人と異議申立人との間の係争は次ぎの 4つの展開が考えられる。 

1. 出願人が異議申し立てに対応した措置（補正）をとるか、出願そのものを取り下げる

かである（こんなことはめったに起こらないが）。 

2. あるいは出願人は異議申し立てを不承諾とすることもありうる。 

3. 出願人が異議申し立てに不承諾の場合は、異議申立人は異議申し立て期間経過後６０

日以内に裁判を提起できる。 

4. 裁判所はその訴えに対して、異議を認めるか却下するかの判決を下すことになる。 裁

判所の判断について控訴裁判所に控訴することができる。 

 

 

3. 商品の区分 

外国人たる出願人は、当該商標に関連する商品を、すなわち商品の区分を特定しなけれ

ばならない。既に述べたようにニース協定には加盟していないが、ニース協定の商品役務

分類の第８版に準拠したものが用いられている。 

 

第 33 類のアルコール飲料の登録出願は、イスラム法に反するとして、厳しく禁じられて

いる。 

 

また、ビールはアルコール飲料と見なされる。従って、ビールを含んでいる第 32 類の他

の商品、たとえばミネラルウォーターまたは非アルコール性飲料について出願を行う場合

には、出願人は、ビール製造に携わっていない旨の宣誓供述書の提出を要求される。アル

コールの含まれている飲料はイスラム法に反するものとみなされる。 

 

 

4. 出願の審査 

イランの産業財産権法第３６条により、産業財産庁は商標登録出願が登録要件に合致す

るものか審査し、登録できるものと判断した場合には出願を公告する。 

 

 

 5. 不登録事由 

イランの産業財産権法第３２条に不登録事由が列挙されており、識別性のないもの、イ

スラム法あるいは公序良俗に反するもの、商品等の地理的表示に誤認を来たすもの、国や

政府間機関の紋章、旗、その他標章などと同一あるいは類似か、要素としてこれらのもの

を含む場合、イランで周知な商標などと同一かあるいは誤認混同を来たすほど類似してい

るもの、登録商標であるか周知の商標であってそれと同一あるいは類似の商標の場合に非

類似のサービスの場合でも周知商標の所有者の利益を害する場合、他人の先願の商標であ

って偽網し、混同を生じさせるものが該当する。 
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6. 拒絶に対する抗告 

異議申し立てを受け取る前に、商標課は登録要件を満たさないとして出願を拒絶するこ

とがある。この場合には出願人は拒絶通知を受け取ってから２ヶ月以内に裁判所に訴の提

起をすることができる。イランの法制におけるすべての民事事件で同様であるが、裁判所

の判断は控訴裁判所に控訴することが可能である。 

 

 

7. 出願の受理と登録異議申し立て 

登録事務官が、出願に関して法律上の阻害要因を認めない場合には、上記法律の施行規

則第 7 条（注：新施行規則が制定されていないため参考のため記述）に従って、公衆に知

らせるため、官報に公告が掲載される(法３６条)。利害関係人は公告の日から 大３０日

の期限内に第３０条の商標の定義規定および第３２条の要件を満たしていないとする場合

に異議申し立てをすることができる（法３７条）。 

この場合に、産業財産権担当官庁は出願人に異議申し立ての謄本を送達し、出願人は２

０日以内に応答をすることが許される。出願人が当該出願を維持することを主張する場合

は、その根拠とともに反論書を送付しなければならない、そうでなければ出願は取り下げ

られたものとみなされる。 

出願人が反論書を送付した場合は、産業財産権担当官庁はその謄本を異議申立人に提供

し、当事者の言い分および法律の規定を考慮し、登録するか拒絶するかを決定する。 

 

 

8. 商標の登録 

産業財産権法に規定された要件に合致すると産業財産権担当官庁が認めれば、当該商標

は登録され、登録の通知がされ出願人に対して商標登録証が発行される（法３９条）。 

 

 

9. 登録商標の存続期間 

イラン産業財産権法第４０条によれば、登録された商標は 10 年間有効であり、出願が行

なわれた日から保護される。登録は、所有権者またはその合法的な譲受人の名前で連続 10

年間につき延長可能であり、各期間の満了時に 6ヶ月の猶予期間が設けられている。 

 

 

10. 登録商標の取消（不使用取消を含む） 

イランの産業財産権法第 41 条により、利害関係人は登録商標に対しその登録の取消を裁

判所に請求することができる。当該商標が取消されると、その効力は登録の日まで遡及す

る。そして、当該取消は可及的速やかに公告される。 

 

下記に基づいて、取消請求を請求する際には、原告は以下のいずれかを証明しなければ

ならない。 

 

① 当該登録商標が法第 30 条(a)の要件を満たしていないこと（注：第 30 条(a)とは商

標の定義規定である。） 

② 当該登録商標が法第 32 条の要件を満たしていないこと(注：第 32 条とは商標の不登

録要件である) 

③ イラン産業財産権法第 41 条後段に従って、取消の対象である商標が、その登録日か

ら 3年の間に、かつ取消請求前 1ヶ月間、使用されなかったこと。ただし、不可抗力
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（Force Majeure）によって当該商標の使用ができなかったことを証明できれば、当

該商標は取消されない。この規定は 2003 年に司法行政委員会（Justice 

Administration Tribunal）で無効とされたものだが、不可抗力の場合の除いて再び

適用されることとなった。 

 

 

11. 商標登録の地位（ステータス）の修正 

登録された商標は、たとえば、企業買収、吸収合併、権利取得もしくはその他の方法に

よる所有権者名の変更、住所の変更、譲渡、使用許諾、および商品の変更など、多くの修

正により変更することができる。 

 

当該イラン法のもと、上述の全ての修正は登録して、官報で公告しなければならない。 

 

 

12. 使用許諾契約 

産業財産権法第５０条により、イランにおける登録商標の使用許諾契約は、産業財産権

担当官庁に提出する必要がある。当該官庁はその契約内容を守秘し、それを記録しそれに

関連する事項を公告する。この契約の第三者に対する効果はこれらの手続きが完了するこ

とで生ずる。但し、当該使用許諾契約面上の外国人たる使用許諾者の署名・捺印は、使用

許諾者の本国の当局、および同国に所在するイラン領事館が認証するものとする。 

 

 

13.刑事罰となる商標権侵害 

 商標の登録と取消は民事裁判の管轄であるが、被告人が商標権者ではない場合にイスラ

ム刑罰法（Islamic Punishment Law）第 529 条にもとづき検察官の管轄となる。 

 

イスラム刑罰法第 529 条は次のように規定する。 

法にもとづき設立された非政府会社あるいは取引企業の印章、証印あるいは標章を偽造

するものは誰でも、あるいは偽造の知識を利用する者は誰でも、3ヶ月以上 2年以下の禁

固刑に処す。併せて生じた損害を補償しなければならない。 

 

1996 年にこの規定は設けられたが、「標章」という文言が使われていて「商標」とはなっ

ていないが、検察官はこれを商標と解している。また「偽造」という文言は同様のものを

作るということだが、いまやこれはイランにおいて登録された商標と極めて類似している

こと、あるいは権限なく登録商標を使用することにまで拡張している。 

 

 

 

第 4 節 商号 

 商号に関する章は 1930 年に制定された取引法（Trade Law）の第 576 条から第 582 条ま

で規定されている。しかしながら、その施行規則が法務省により制定されなかったためそ

れは結局効力を生じることなく、今回の新法である産業財産権法に規定が設けられている。 

（注：商号の保護の規定は産業財産権法第 47 条に置かれている。） 
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付属資料 4.1（イラン） 

 

 

 

 

イラン・イスラム共和国の 

 

特許・意匠・商標登録法 

 

 

(2008 年） (仮訳) 
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第 1 章 

特許 

 

第１条  

発明は、何からの製品又は方法を初めて生み出し、専門性、テクニック、技術、産業等

何らかの方向において具体的な問題の解決策を提供する人の精神の成果である。 

 

第２条  

発明は、新たな技術革新を含み、産業上利用可能なものである場合は、特許性を有する。

発明には、先行技術において予見されていなかった何らかのものが含まれており、発明が

属する技術分野における通常の知識を有する者にとって自明ではないものである。発明は、

ある産業において作ることができるか使用することができる場合、産業上利用することが

できるものとみなされる。「産業」は、言葉の 広義の意味で解釈され、これには手工業、

農業、漁業及びサービスが含まれる。 

 

第３条  

「特許証」とは、発明を保護するために産業財産庁により発行される文書で、その所有

者は、当該発明についての独占的権利を有する。 

 

第４条  

次のものは、特許保護の範囲から除外する。 

a) 発見、科学理論、数学的方法、及び、芸術作品 

b) 計画、ビジネスの規則又は方法、精神的又は社会的行動の実施 

c) 人又は動物の病気の治療又は診断方法 

本項には、特許の定義の範囲内にある製品、及び、当該方法において使用される製

品は含まれない。 

d) 遺伝資源又はこれを構成する遺伝要素、並びに、遺伝資源を生産する生物学的工

程 

e) 産業及び技術において既に予期されていたもの 

 先行技術とは、発明を主張する特許出願又は該当する場合優先日より前に書面若しくは

口頭での開示、実際の使用その他の方法により、世界の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。 

 発明の公然の開示は、出願日又は優先日の前６ヶ月以内に行われた場合は、特許付与を

妨げるものではない。 

f) 商業的利用がイスラム法（シャリーア）又は公序良俗に反する場合、その発明に
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は特許性がない。 

 

第５条  

特許証における発明者の表示及び特許権は次の通り。 

a) 特許権は、発明者に独占的に帰属する。 

b) 複数の者が共同で発明を行った場合、特許権はそれらの者に共同で帰属する。 

c) 複数の者がそれぞれ独立して同一の発明を行った場合、 初に出願した者、又は、

優先権が主張される場合、他の者より先に有効に出願したことを証明できる者が、

発明を登録する権利を有する。ただし、当該出願が取り消し、放棄又は拒絶されて

いないことを条件とする。 

d) 付与された特許についての権利は譲渡可能であり、また、権利を所有する者が死亡

した場合、その相続人に移転する。 

e) 発明が、雇用契約の実施において行われた場合、該当する契約に別段の定めがない

限り、特許についての経済的権利は、雇用者に帰属する。 

f) 発明者の名称は特許証に記載される。ただし、産業財産庁宛の書面の申告書におい

て、発明者がその名称が特許証に記載されることを希望しない旨を明らかにする場

合はこの限りではない。発明者により別人の名前が発明者であることを提示するあ

らゆる種類の表明又は約束は、いかなる法的効果をも持たないものとする。 

 

第６条  

産業財産庁に提出される特許登録の出願書類は、ペルシャ語で記載するものとし、また、

保護を求める目的物を明確化し、適切に署名を行い日付を記載する。出願書類には、要請、

説明、請求項、要約、及び、必要な場合には図面を含める。 

 所定の出願料を出願者から徴収する。 

 次の点は、出願書類の作成及び提出に際し遵守するものとする。 

a) 出願人、発明者、及びその代理人（ある場合）の氏名その他必要事項、並びに、

発明の題名を出願書類に記載する。 

b) 出願人が発明者ではない場合、出願人の法的資格を証明する文書を出願書類と併

せて提出する。 

c) 出願書類に記載された請求項は明確かつ簡潔なものとし、その発明の属する技術

の分野における通常の知識を有する者にとって十分に明確かつ完全であるような

方法による説明を添付し、少なくとも一つの発明の実施方法を記載する。要約は、

技術的情報を提供するためのものであり、発明の解釈には用いられない。 

 

第７条  

出願は、特許付与について承認されないまでの間は、出願人は、出願を取り下げること
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ができる。 

 

第８条  

出願は、一つの発明、又は、単一の一般的な発明という形態で関連している複数の発明

からなる一つのグループに関するものとする。一般的発明における部分間の関係を記載し

ない場合であっても、特許証の効果は失われない。出願人は、特許付与について出願が受

け入れられないまでの間は、次のことを行うことができる。 

a) 出願書類を補正すること。ただし、補正が、当初の出願書類の説明の範囲を超え

ないことを条件とする。 

b) 出願を複数の出願に分割すること。分割出願は、同じ出願日とし、該当する場合、

初の出願についての同一の優先日を含めるものとする。 

 

第９条 

 出願人は、出願書類及び申告書により、工業所有権の保護に関する 1883 年３月 20 日の

パリ条約（その後の改正を含む。）により規定されている優先権を主張することができる。

優先権は、いずれかの国において、又は、同条約の締約国について行われた一又は複数の

国、地域又は国際的な出願を基礎とすることができる。優先権が主張された場合、 

a) 産業財産庁は、出願人に対し、所定の期間内に、前の出願を行った産業財産庁に

よって認証された前の出願書類の謄本を官庁に提出するよう要請する。 

b) 要請が受け入れられた場合、パリ条約に規定する保護の対象となる。 

 本条及びこれに関連する規則の要件が適切に守られない場合、当該申告は、無効とみな

される。 

 

第 10 条 

 産業財産庁の要請により、出願人は、当該官庁に対し、当該官庁に提出された出願書類

において請求されている発明と同一であるか本質的に関連している、出願人によって外国

で行われた特許出願の番号及び日付を提出しなければならない。さらに、産業財産庁の要

請により、出願人は、次の文書を同官庁に提出する。 

a) 外国での出願について実施された審査の結果に関する連絡又は通知で、出願人が

受け取ったものの謄本 

b) 外国での出願を基礎として付与された特許証の謄本 

c) 外国での出願を拒絶するか、外国での出願において請求された発明についての付

与を却下する 終的な決定書の謄本 

d) 外国での出願に基づいて発行された特許証を無効にする 終決定の謄本 

 

第 11 条 
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 産業財産庁は、出願書類の受領日を出願日として認める。ただし、受領時に次のものが

含まれていることを条件とする。 

a) 特許の付与が請求されているという事実についての明示又は黙示の表示 

b) 出願人の身元が確立している旨の表示 

c) 発明の簡単な説明 

 産業財産庁が、出願時に出願書類が上記の要件を満たしていないと判断した場合、同庁

は出願人に対し、出願人にその点について通知した日から 30 日以内に必要な訂正を提出す

るよう要請する。この場合、提出日は当該訂正の受領日となる。ただし、所定の期間内に

必要な訂正がなされない場合、出願は無効とみなされる。 

 

第 12 条 

 出願書類において、それに含まれていないか添付されていない図面について言及されて

いる場合、産業財産庁は、出願人に対し、不足している図面を提出するよう要請する。出

願人がかかる要請に従い必要な図面を提出した場合、同官庁は、不足していた図面の受領

日を出願日とする。提出しない場合、産業財産庁は出願書類を受け取った日を出願日とし、

図面についての引用は存在しないものとして取り扱う。 

 

第 13 条 

 出願日を付与した後、産業財産庁は、出願が、本法及びその規則の要件を遵守している

か否かを審査し、当該条件及び要件が満たされていると判断した場合、特許付与の手続を

行う。満たしていない場合、同庁は、出願を拒絶し、出願人にその決定を通知する。 

 

第 14 条 

 特許付与後、産業財産権は、 

a) 特許付与について公告し 

b) 特許証を発し、 

c) 特許証の謄本をファイルに保管し、所定の料金を徴収後、原本を出願人に交付し、 

d) 特許証の所持人からの要請により、産業財産庁は、特許証により与えられた保護

の範囲を確定するために、特許の文書又は図面を変更することとする。ただし、

かかる変更は、当該特許に含まれる開示が、特許が付与される基礎となった当初

の出願に含まれている開示の範囲を超えないことを条件とする。 

 

第 15 条  

特許により付与される権利は次の通り。 

a) 特許の所有者以外の者による特許が付与された発明のイランにおける実施は、特

許権者の同意を必要とする。特許発明の「実施」には、次のいずれかの行為が含
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まれる。 

(１）特許が製品について付与されている場合、 

(i) 当該製品の製作、輸出及び輸入、販売の申し出、販売及び使用を行うこ

と。 

(ii) かかる製品を販売の申し出、販売又は利用を行うことを目的として在

庫を維持すること。 

(２) 特許が方法に対し付与された場合 

(i) 方法を使うこと。 

(ii) 当該方法により直接得られた製品について、本条第 a項第１号に定 

   めるいずれかの行為を行うこと。 

b) 特許の所有者は、本条 c項及び第 17 条に従うことを条件として、本条 a項に定め

るいずれかの行為を行い、特許権を侵害するか、特許の所有者の権利の侵害とな

る他の行為を行う者に対し、訴訟を提起する権利を有する。 

c) 特許に基づく権利には、次のものは含まれない。 

1. 特許の所有者により、又は、その承諾を得て、イランの市場に投入された商

品目を使用すること。 

2. イランの領空、領土又は領海に一次的又は偶然に進入する他の国の航空機、

車輌又は船舶上で商品を使用すること。 

3. 特許発明に関連して、実験目的で行われる使用 

4. 出願の前、又は、優先権が主張される場合の優先日の前にイラン国内で、発

明を使用していたか、又は、発明の使用の有効かつ真摯な準備を行っていた

善意の者による使用 

d) c 項第４号に言及する先使用権は、かかる使用が行われていた企業若しくは事業、

又は事業若しくは企業の一部と併せてのみ譲渡又は返還することができる。 

 

第 16 条 

 本条に従うことを条件として、特許証は、特許の出願日から 20 年後に失効する。 

特許証又は特許出願を維持するためには、規則により定められている年間料金が、出願日

から１年後から毎年、翌年が開始する前に産業財産庁に対し、出願人によって支払われる

ことが必要である。年間料金の支払いについては、所定の追加料金を支払うことによって、

６ヶ月間の猶予期間が与えられる。 

 当該年間料金が適切に支払われない場合、特許出願が取り下げられたとみなされるか、

特許は失効する。 

 

第 17 条 

 政府又は政府によって許可を得た者は、次の取り決めに従うことを条件として、特許を
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実施することができる。 

a) 担当の大臣又は所管官庁の 高の権威者の意見により、国家安全保障、栄養、保

健、国家経済の他の重要な部門の発展を含む公共の利益のために、政府、若しく

は、いずれかの者が発明を実施することが必要とされるか、又は、特許の所有者

若しくはその実施権者による特許の実施方法が反競争的である場合であって、当

該権威者が、発明の実施がかかる問題を是正することになることについて納得し

た場合、問題は、国家証書・財産登録機関の長、司法権の長により任命される

高裁判所裁判官の一人、検察長官、イラン大統領の代表、及び、大臣又は関係機

関の 高の権威者から構成される委員会において議論される。当該委員会から指

定された承認された政府機関又は第三者は、特許の所有者の承諾なしに、発明を

実施することができる。 

b) 特許の実施は、承認された目的に限定され、決定の経済的価値が考慮された適切

な報酬を当該特許の所有者に支払うことを条件とする。特許の所有者又は他の関

係者が意見を表明することを希望する場合、委員会は、その陳述を聴取し、反競

争的な実施について考慮して、決定を行う。委員会は、特許の所有者、政府機関

又は特許発明を実施する権限が与えられた第三者からの要請により、適切かつ必

要な場合に、両当事者又はいずれかの当事者から意見を聴取した後、新たに決定

を行う。 

c) 特許の所有者が決定を行うに至った事情が既に存在しておらず再度生じる可能性

がないことを主張するか、又は、委員会から指定された政府機関若しくは第三者

が決定の条件を遵守していないことを主張する場合、問題は、委員会で協議及び

検討に付され、特許の所有者、大臣又は関係機関の 高の権威者及び実施者から

意見を聴取した後、実施許可を終了させ、所有者又は他の実施者に対し許可を発

する。ただし、本項の規定に従うことを条件として、許可を得た者の正当な利益

を適切に保護する必要から、決定を維持することが正当であることについて委員

会が納得する場合、許可は終了しない。 

 第三者が委員会により指定されていた場合、許可は、当該特許発明が実施され

ている当該第三者の企業若しくは事業、又は、その一部と併せてのみ譲渡するこ

とができる。 

d) 本条において定められている許可は、次の行為を妨げるものではない。 

1. 特許の所有者による実施権許諾契約の締結。ただし本条の規定に従うことを

条件とする。 

2. 特許の所有者による第 15 条第 a項に基づく権利の継続的な行使 

3. 本条 h項第１号及び第２号に基づく強制実施許諾の承認 

e) 委員会の許可の申請には、政府機関又は許可を受けた者が特許の所有者に対し、

実施権を許諾するよう要請書を提出したが、当該機関又は者が合理的な条件で合
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理的な期間内にかかる実施権の許諾を受けることができなかったことを証明する

ものを添付する。 

 本項の規定は、委員会の完全な裁量により、国益に関する緊急事態又は不可抗

力とされる場合は、適用されない。ただし、そのような場合には、特許の所有者

は、委員会の決定を可及的速やかに通知されるものとする。 

f) 委員会により指定された政府機関又は第三者による発明の実施は、主としてイラ

ン市場に提供するためのものであるものとする。 

g) 半導体技術の分野において特許を実施するための委員会により出された許可は、

非商業的使用のみのために行われるか、又は、大臣若しくは関係機関の 高の権

威者が、特許の所有者若しくはその実施権者による特許発明の実施方法が反競争

的であると決定した場合にのみ行われるものとする。 

h) 強制実施許可は、次の場合に以下の条件に基づき発出することができる。 

１．特許証に、当該特許は以前の特許を使用することなしには実施できないこと

が主張されており、後の特許が、前の特許と比較して重要な技術的進歩を伴

うものであり、経済的に極めて重要である場合、産業財産庁は、後の特許の

所有者の要請により、前の特許の所有者の承諾なしに必要な範囲内において

前の特許を使用するための許可を裁定することができる。 

２．上記第１号に基づき、所有者の承諾なしに、強制的実施権が発出された場合、

産業財産庁は、前の特許の所有者の要請により、後の特許についての強制実

施権を裁定をすることができる。 

３．本項第１号及び第２号に基づく強制実施権の裁定が要請された場合、強 

  制実施権を裁定する決定においては、許可の範囲及び機能、並びに、特 

許の所有者に支払うべき適切な報酬額及びその支払い条件を定める。 

４．上記第１号に基づき強制実施権が発出された場合、その譲渡は、後の特許と

併せてのみ承認され、上記第２号に基づく強制実施権の場合、前の特許と併

せてのみ譲渡が承認される。 

５．強制実施権の請求は、所定の費用の支払いを条件とする。 

６．本項第１号及び第２号に基づき強制実施権が発出された場合、本条第 b 項か

ら第 f項及び第 i項を準用する。 

i) 本条各項の範囲内で行われた委員会の決議に対しては、テヘランの公衆裁判所に

不服申立を提起することができる。 

 

第 18 条 

 関係当事者は、特許証を無効にするよう裁判所に請求することができる。無効を請求す

る者が、第１条、第２条、第４条、第６条第１文、及び第６条 c 項の要件が満たされてい

ないことを証明する場合、又は、特許の所有者が発明者若しくはその権利の承継人ではな
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い場合、裁判所は、特許証を無効にする。 

 無効になった特許、クレーム又はクレームの一部は、特許付与の日から無効であったも

のとみなされる。裁判所の 終的決定は、産業財産庁に通報され、同庁は当該決定を記録

し、所定の費用が支払われた場合、可及的速やかにこれについて公表する。 

 

第 19 条 

 特許の所有者が特許発明を実施することを決定する場合、国家証書・財産登録機関は、

一週間以内に関係機関にこれを通知する。 

 当該（関係）機関は、 大２ヶ月以内に、当該特許の実施の可能性についてその意見を

出し、書面で、実施許可が出されることを目的として、国家証書・財産登録機関に対しそ

の結果を通知する。 
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第 2 章 

工業意匠 

 

第 20 条 

 本条の適用上、線、色彩又は立体的形状（線又は色彩との関係の有無を問わない。）から

構成されたものは、工業意匠とみなされる。ただし、かかる構成されたもの又は形状が、

工業又は手工業の製品に特別の外観を与えるものであることを条件とする。工業意匠に関

しては、本法に基づく保護は、外観の変更を伴わない技術的成果のみを達成するものには

適用されない。 

 

第 21 条 

 工業意匠は、新規で独創的である場合には、登録可能である。工業意匠は、登録の出願

日又は、該当する場合、優先日より前に有形的形態での公表、使用その他の方法により公

然と開示されていなかった場合、新規なものとする。第４条第 e 項及び第 f 項の 後の文

の規定は、工業意匠にも必要な変更を加えて準用する。 

 

第 22 条 

 産業財産庁に提出された工業意匠登録の出願書類には、工業意匠を具体化した物品を表

示した図面、写真、又は、他の適切な画像、並びに、工業意匠が実施される物品の種類に

ついての記述を添付する。工業意匠が立体のものである場合、産業財産庁は、実物見本又

は、そのひな形を出願書類と併せて提出するよう要請することができる。出願は、所定の

出願料の支払いを条件とする。 

 出願書類には意匠の明細書を含め、また、出願人が創作者（デザイナー）ではない場合、

出願人が産業財産庁に登録する権利を正当化する陳述書を出願書類に添付する。 

 

第 23 条 

 本法第５条、第９条、第 11 条 c 項及び第 15 条は、工業意匠に準用する。 

 

第 24 条 

 一件の出願に複数の工業意匠を包含することができるものとする。ただし、かかる意匠

は、国際分類の同一の級に関するものであるか、同一の品目の組み合わせ又は構成物に関

するものであることを条件とする。 

 

第 25 条 

 出願時において、登録後の工業意匠の公告を、出願日から、又は、優先権を主張する場
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合は、優先出願の日から 12 ヶ月を越えない期間、延期することを要請することができる。 

 

第 26 条 

 出願人は、審査中はいつでも出願を取り下げることができる。 

 

第 27 条 

 工業意匠の審査、登録及び公告は次の通りとする。 

a) 出願日は、出願書類が、産業財産庁に提出された日とする。ただし、提出時に出

願書類に、出願人の身元を確認することができる記述、及び、工業意匠を具体化

した物品を表した必要とされる画像が含まれていることを条件とする。 

b) 出願書類の受領後、産業財産庁は、出願書類が第 22 条の要件を満たしてい   

るか、また、当該工業意匠が、第 20 条及び第 4条第 f項並びにそれらに関す   

る規則の要件を満たしているか否かを判断するために、出願書類を審査する。 

c) 産業財産庁は、本条第 b 項に定める条件が満たされていると判断した場合、工業

意匠を登録し、登録されたことを公告し、工業意匠登録証書を出願人に発行する。

条件が満たされていない場合、同庁は出願を拒絶する。 

d) 第 25 条に基づく要請がなされた場合、工業意匠の登録後は、意匠を表示したもの

又は出願の内容のいずれも公表されない。この場合、産業財産庁は、工業意匠公

表の延期についての言及、出願日、要請された公告延期の期間、その他の所定の

事項を公告する。要請された延期期間が経過した場合、産業財産庁は、登録され

た工業意匠を公告する。公告延期の期間中の登録意匠に基づく訴訟の提起は、登

録簿に含まれている情報、及び、出願に関する文書が、訴えの相手方に書面で通

知されていることを条件とする。 

 

第 28 条 

 工業意匠の登録により付与される権利、登録の期間及び更新は次の通り。 

a) イランにおけるいずれかの者による登録意匠の実施は、その所有者の同意を必要

とする。 

b) 登録意匠の実施とは、当該意匠を化体した物品の製造、販売又は輸入をいう。 

c) 工業意匠の登録された所有者は、その承諾なしに、本条第 b 項において言及され

ているいずれかの行為を行う者、又は、将来侵害を発生させる可能性がある行為

を行う者に対し、訴訟を提起することができる。 

d) 工業意匠の登録は、登録出願の日から５年間有効とする。この期間は、所定の料

金を支払った後、連続して更に２回５年間ずつ更新することができる。当該期間

の終了から始まる各期間の経過後は、更新料の遅延払いのための６ヶ月の猶予期

間が認められる。遅延払いに係る罰金はこれを定める。 
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第 29 条 

 関係者は、裁判所に対し工業意匠の登録を無効にするよう請求することができる。この

ために、当該無効請求者は、第 20 条及び第 21 条のいずれかの要件が満たされていないこ

と、又は、工業意匠が登録されている所有者が、創作者でも、その権利の承継人でもない

ことを証明しなければならない。 



446 
 

 

第 3 章 

標章、団体標章及び商号 

 

第 30 条 

 標章、団体標章、及び、商号の定義は次の通り。 

a) 「標章」とは、法人又は自然人の商品又はサービスを識別することができる視覚

的標識をいう。 

b) 「団体標章」とは、登録出願においてそのように指定され、団体標章の登録所有

者の管理の下で当該標識を使用する自然人又は法人の商品又はサービスの品質を

含む出所又はその他の特徴を識別することができる視覚的標識をいう。 

c) 「商号」とは、自然人又は法人を特定し識別する名称又は称号をいう。 

 

第 31 条 

 標識を使用する独占的権利は、本条の規定に従ってその標識を登録する者に帰属する。 

 

第 32 条 

 次の場合には、標識を登録することができない。 

a) ある企業の商品又はサービスを他の企業に属する商品又はサービスから識別する

ことができない場合 

b) イスラム法又は公序良俗に反する場合 

c) 特に、対象となる商品若しくはサービスの原産地、又は、その性質若しくは特徴

について、公衆又は市場を誤解させるおそれがある場合 

d) いずれかの国、又は、国際条約で設立された国際機関のものであるか、それらに

よって採用された紋章、旗その他の記章、名称若しくは名称の短縮形若しくはイ

ニシアル、公的標識又は印章と同一のものであるか模倣したものであるか、要素

として含むものである場合 

e) 他の企業の同一又は類似の商品又はサービスについてイランにおいて周知されて

いる標識又は商号と同一であるか、混同する程度に類似しているか、翻訳である

場合 

f) 同一又は類似の標章が類似のものではないサービスについて登録されたか周知の

ものとなった場合で、通常、当該標章の使用と周知標章の所有者の間に関連性が

あり、登録することによって当該周知標章の所有者の利益を害するおそれがある

とき 

g) 同一の商品若しくはサービス、又は、関連性若しくは類似性によって、欺罔する

か混同をもたらす可能性がある商品及びサービスについて、先の出願日又は優先
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権がある異なる所有者の名義で登録されている標章と同一である場合 

 

第 33 条 

 標章の登録のための出願書類は、当該標章の複製及び、登録を請求する商品又はサービ

スの一覧表（国際分類の該当する級を示したもの）と併せて、産業財産庁に提出する。出

願人は所定の出願料を支払う。 

 

第 34 条 

 出願書類に、工業所有権の保護に関するパリ条約に基づき、同条約のいずれかの締約国

において出願人又はその権利の前任者によって行われた以前の出願の優先権を主張する申

告書が含まれている場合、第９条を適用する。 

 

第 35 条 

 出願人は、出願が登録に至っていない間、いつでも出願を取り下げることができる。 

 

第 36 条 

 産業財産庁は、出願が、本法の要件を満たしているか否か判断するために出願を審査し、

登録可能であると判断した場合、出願の公告を認める。 

 

第 37 条 

 利害関係者であれば、公表日に始まる 30 日以内に、本法第 30 条第 a項及び第 32 条の要

件が満たされていないことを理由として、異議を申し立てることができる。 

この場合、 

1. 産業財産庁は、かかる異議の写しを出願人に送達し、出願人が、20 日以内に回答

を表明することを認める。出願人がその出願を主張する場合、出願人は、産業財

産庁に対し、答弁書と出願人が依拠したその出願の理由を送付する。これを送付

しない場合、出願は取り下げたものとみなされる。 

2. 出願人が答弁書を送付する場合、産業財産庁は、その写しを異議を申し立てた者

に提供し、両当事者の申し立て、及び、本法の規定を考慮した後に、標章を登録

するか、拒絶するかを決定する。 

 

第 38 条 

 出願が公告されてから標章が登録されるまで、出願人は、標章が登録されていた場合と

同じ特権及び権利を有する。ただし、出願人が、出願の公告後実施された行為に対し訴え

を提起する場合であって、被告が、当該行為の実施時には当該標章が法的には登録可能で

はなかったことを証明したとき、被告の抗弁が審理され、当該標章の登録又は拒絶に関す
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る適切な決定が行われることとなる。 

 

第 39 条 

 産業財産庁が、本法に言及されている条件が適切に満たされていると判断した場合、同

庁は、当該標章を登録し、標章登録の告知を発出し、出願人に対し登録証を発行する。 

 

第 40 条 

 登録により付与される権利、登録の期間及び更新は次の通り。 

 

a) 登録所有者以外の者によるイランにおける登録された標章の使用は、登録所有者の承

諾を必要とする。 

b) 標章の登録所有者は、その同意なしに、標章を使用することにより標章を侵害する者、

又は、侵害を引き起こしかねない行為を行う者に対し、訴訟を提起する権利を有する。

この権利は、当該標章と類似した標章の使用、及び、当該標章が関係する類似した商

品及びサービスとの間での混同を起こす使用にも適用される。 

c) 標章の登録により付与される権利は、登録所有者によるかその承諾を得てイランに輸

入されイランにおいて市場に投入された商品及びサービスについての行為には適用さ

れない。 

d) 標章の登録の有効期間は、登録出願の日から 10 年間とする。この期間は、所有者の請

求により、所定の料金を支払うことによって、10 年間の連続した期間更新することが

できる。更新料金の支払いについては、所定の罰金を支払うことによって、当該期間

の満了の日に始まる６ヶ月間の猶予期間が与えられる。 

 

第 41 条 

 関係者は、裁判所に対し標章の登録を無効にするよう請求することができる。 

この場合、当該関係者は、本法第 30 条 a 項及び第 32 条の規定が満たされていないことを

証明することを要する。標章の登録の取り消しは、登録の日から有効となり、その旨の告

知が可及的速やかに公表される。関係者は、登録標章の所有者又は当該所有者によって許

可された者が、当該標章の登録の日に始まる日から、請求を提出する１ヶ月前までの間の

低３年間の期間にわたり当該標章を使用していないことを立証する場合、裁判所に対し

登録を無効にするよう請求することができる。 

 ただし、当該標章の使用が不可抗力によって妨げられていたことが立証された場合、登

録は無効とされない。 

 

第 42 条 

 本条及び第43条の規定に従うことを条件として、本法第31条から第41条までの規定は、
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団体標章にも適用される。団体標章の出願書類には、当該標章が団体標章として出願され

ていることを示す表示を含めるものとし、また、当該団体標章の使用に関する規約の謄本

を添付する。団体標章の登録所有者は、本条前文において言及した規約の変更を産業財産

庁に通報する。 

 

第 43 条 

 第 41 条に定める理由に加えて、申立人が、団体標章の登録所有者自身が当該標章を使用

していること、同人の使用又はその使用の許可が第 42 条に言及されている規約に反するも

のであること、又は、同人が対象となる商品又はサービスの出所若しくはその他の共通の

特徴について市場若しくは公衆を欺罔することについて責を負う方法で使用しているか使

用を許可していることを立証した場合、裁判所は団体標章の登録を無効にする。 

 

第 44 条 

 標章の登録の使用又はその適用に関する使用許諾契約は、使用権者の商品又はサービス

の質に対する許諾権者による有効な統制について定めることを要する。 

これが定められていない場合、又は、かかる統制が効果的に実施されない場合、当該使用

許諾契約は無効とする。 

 

第 45 条 

 団体標章の登録又はその出願は、使用許諾契約の対象とはならない。 

 

第 46 条 

 名称若しくは商号、使用の性質若しくは方法が、イスラム法若しくは公序良俗に反する

場合、又は、当該名称により特定される企業の特徴について市場若しくは公衆を欺罔する

おそれがある場合、これらは、商号として使用することはできない。 

 

第 47 条 

 商号の義務的登録について定める法律又は規則に従うことを条件として、商号は、登録

されていない場合であっても、第三者によ不正な行為から保護される。 

商号としてであるか標章としてあるか団体標章としてであるかを問わず、第三者による商

号の使用、又は、公衆を誤解させる可能性があるかかる商号の使用は、違法とみなされる。 
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第 4 章 

一般規定 

 

第 48 条 

 特許の所有権、工業意匠の登録、標章若しくは団体標章の登録について、又は、それら

の出願に由来する権利についての変更は、産業財産庁に提出された関係者による書面の要

請に基づき登録され、出願に係る権利の変更の場合を除き、同庁により公告される。かか

る変更は、かかる要請が提出されるまで第三者に対し対抗できない。 

 標章又は団体標章の登録の所有権の変更は、当該標章又は団体標章が使われる予定であ

るか使われている商品又はサービスの性質、出所、製造工程、特徴、目的との妥当性につ

いて、欺罔するか混同をもたらすおそれがある場合には、無効とする。 

 団体標章の登録の所有権又はその出願の所有権の変更は、国家証書・財産登録機関の長

の事前の承認を必要とする。 

 

第 49 条 

 商号の所有権の変更は、当該名称によって特定される企業又はその一部の譲渡と共に行

うことを要する。 

 

第 50 条 

 特許、登録工業意匠若しくは登録標章又はそれらに関する出願についてのライセンス契

約は、産業財産庁に提出するものとする。同庁は、当該契約の内容は守秘するものとする

が、これに関連することついて記録し公告する。かかる契約の第三者に対する効力は、上

記の手続が履行されることを条件とする。 

 

第 51 条 

 出願人の住所又は本店がイラン国外である場合、イラン国内に居住し実務を行うその法

的代理人が、その代理人として必要な措置を実施することができる。 

 

第 52 条 

1. 国家証書・財産登録機関は、産業財産権の問題について責任を有し、世界知的所有権

機関及びそれぞれの条約に関する同盟との関係でイラン・イスラム共和国を代表する。 

2. 特許、標章、団体標章及び工業意匠を含む全ての産業財産権の登録は、国家証書・財

産登録機関の産業財産庁によっても実施される。法律によって、他の機関又は団体が

審査及び登録手続を実施することになっている場合、該当する産業財産権は、その所

有権又は特許が産業財産庁に適切に登録された場合、本法により定められている保護
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及び特権を享有する。 

 

第 53 条 

 国家証書・財産登録機関は、現代的な方法を利用し、特許、工業意匠及び標章について

個別の登録簿を維持する。団体標章は、標章登録簿の特別の部に登録する。 

 

第 54 条 

 登録簿に表示されるデータは、あらゆる者が閲覧可能であり、いずれの者も規則に定め

る条件に従って必要な情報を得ることができる。 

 

第 55 条 

 産業財産庁は、本法に定められている公表すべきもの全てを、官報に掲載する。 

 

第 56 条 

 産業財産庁は、本法又は規則に従って実施される出願書類又は記録中の翻訳若しくは転

載の誤り、誤記、誤りを訂正する権限を有する。 

 

第 57 条 

 産業財産庁は、本法又は本規則に定められているいずれかの行為についての期限の延長

に関する書面の要請を受領した場合、その背景となる事情を考慮し、当該期限の延長を取

り進めることができる。この延長は、規則に定める規定に基づき、関係当事者に通知を送

付することによって実施する。 

 

第 58 条 

 産業財産庁は、法律により同庁に与えられた裁量的権限を行使する前に、同庁が行う決

定の相手方となる者に対し、意見を表明する十分な機会を与えるものとする。この場合、

決定は、当該意見を十分に考慮した上で行うものとする。 

 

第 59 条 

 本法及び本規則の適用に関する紛争は、本法の承認から 大６ヶ月以内に司法権の長に

よって任命されるテヘラン公衆裁判所の特別の部の管轄権に服するものとする。 

 産業財産庁によってとられる決定は、関係当事者の不服申立の対象となり、かかる関係

当事者は、当該決定の送達又は通知の日から２ヶ月以内に、管轄権を有する裁判所に対し、

申立書を提出することにより、不服を申し立てることができる。産業財産庁の決定及び審

査に対する不服申立は、民事事件に関する公衆及び革命裁判所のためのイラン民事訴訟法

に従って行う。 
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第 60 条 

 本法に定める権利の侵害は、本法に基づく保護を享有する権利者以外の者が、当該権利

者の同意なしに、イランにおいて何らかの行為を行うことからなる。 

 本法に基づき保護されている権利の所有者に加えて、ライセンシーが具体的な救済措置

を求めて裁判所に訴訟を提起するよう所有者に要請したが、当該所有者はこれを拒否する

か行わなかったことが立証された場合、裁判所は、侵害又は差し迫った侵害を防ぐための

差止命令を与えることに加えて、損害賠償の請求を認め、また、正義を実現するためのそ

の他の救済手段を認めることができる。 

 

第 61 条 

 第 15 条、第 28 条及び第 40 条に定める侵害又は、第 47 条に定める違法行為を構成する

行為を、知りつつ及び故意で行う者は、一千万イラン・リアル（10,000,000 リアル）から

五千万イラン・リアル（50,000,000 リアル）までの罰金若しくは 91 日から６ヶ月までの禁

固又はその両方、及び、当該行為から生じる損害賠償の支払いにより罰せられる罪につい

て有罪とする。特許権者の権利の侵害に関する民事訴訟においては、特許の主題が製品を

得るための方法である場合、次の条件が満たされているときは、製品が当該方法から生産

されたものではないことについての挙証責任は、侵害訴訟の被告の側にあるものとする。

この場合、必要な文書及び証拠が提出された場合、裁判所は、被告がその製造上及び営業

上の秘密を開示しないことについて有する適法的な利益を考慮する。 

a) 製品が新しいものである場合 

b) 製品が当該方法から作成された実質的な可能性が存在し、登録されている権利の

所有者は、合理的な努力を行ったにも拘わらず、実際に使用された方法を特定す

ることができない場合 

 

第 62 条 

 本法の規定が、イランが締約国であるか締約国になることとなる知的財産に関する国際

条約の規定に抵触する場合、当該条約の規定が優先する。 

 

第 63 条 

 産業財産権の国際登録に関する条約の実施を通じて得られた外国通貨による収入で、本

法の承認後獲得されたものについては、その 50%まで、年次予算法の所要の規定を通じて、

産業財産庁の業務の質を向上するために同庁の機器を改善することを目的として該当する

年次予算法に割り当てる。 

 

第 64 条 
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 本法を実施するための規則は、本法の承認後１年以内に国家証書・財産登録機関によっ

て作成され、さらに司法権の長による承認を受ける。当該規則は、特に、本法及びイラン・

イスラム共和国が締約国である関係条約の規定を遵守して、特許付与、工業意匠、標章及

び団体標章の登録、更新の出願に係る料金、遅延払いの罰金の一覧表を定め、必要に応じ、

３年毎に改訂する。 

 

第 65 条 

 前の法律に基づき登録された特許及び商標は引き続き有効とし、本法により保護される。

この場合、 

a) 特許については、本法に定める年間維持費を残りの有効期間について適切に支払

うことを要する。 

b) 商標は、前の法律に基づく期日に更新するものとし、更新に際しては、国際分類

に従って再分類するものとする。 

 

第 66 条 

 本法が効力を発生する日から、1931 年の商標及び特許登録法（その後の改訂及び改正を

含む。）及び、その施行規則は、廃止される。 

 

 ６６か条からなる以上の法律は、イラン・イスラム共和国憲法第 85 条に基づくイスラム

諮問評議会の司法法務委員会の 2007 年 10 月 29 日付けの会議において然るべく承認され、

以上の法律の５年間の試行について評議会との合意の上で、2008 年 2 月 12 日、監督者評議

会によって更に承認された。 

 

イラン・イスラム共和国  

イスラム諮問評議会 

議長 

Gholam Ali Haddad Adel 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[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。 




