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ができる。また、登録された回路配置は、強制実施権の対象ともなる。 

 

11. 任意の実施許諾 

 所有者は、回路配置の実施を他人に許諾することができる。実施許諾が、第三者に効力

を及ぼすためには、所定の手数料を納付し、かつ、局（KACST）の登録簿に登録しなければ

ならない。しかしながら、所有者は、 初の使用権設定契約において別段の条件を定めな

い限り、保護内容を自分自身で利用する権利及び同じ保護された配置について別の実施権

を設定する権利を有する。 

 

12. 強制実施権の設定 

 KACST は、書面による申請に応じ、回路配置を使用するための強制実施権を第三者に設定

することができる。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、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）に適うことも

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を目的とする場合、又は公共

の非商業的な目的を有する場合を除き、申請が考慮されるためには、強制実施権の申請人

が、合理的な商業条件にもとづき、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なければなら

ない。 

 強制実施権を付与する決定が有効となるためには、実施権が付与される目的にもとづい

て、実施権の範囲及び期間を明記しなければならず、実施権については、付与の条件が失

われ、かつ、その回復が見込めない場合は、実施権者の合法的な利益に適切な考慮を払っ

たうえで、これを終了させなければならない。さらに、実施権は、排他的なものであって

はならず、所有者には、公正な報酬を裁定しなければならない。 

 強制実施権が半導体技術の特許に関係する場合は、実施権の目的を一般的な非商業的目

的に限らなければならない。 

 

 

 

第３節 商標 

 

 

1. 商標登録制度 

 サウジアラビアの商標登録制度は、閣僚評議会のイスラム暦 1404 年５月４日（1984 年１

月８日に対応）付けの決定第 M/5 号により公布された商標法及びその施行規則によってサ

ウジアラビアに導入された。同法は、閣僚評議会のイスラム暦 1423 年５月 26 日（2002 年

８月４日に対応）付けの決定第 140 号により公布された商標法によって置き換えられた。 
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 サウジアラビアは、2003 年 12 月１１日に工業所有権の保護に関するパリ条約に加盟し、

これが 2004 年３月１１日に発効した。サウジアラビアは、ニース協定の締約国ではないも

のの、商標の登録のための商品及びサービスのニース協定の分類に準拠しており、2002 年

から、改訂後の区分 42 及び新たに設けられた区分 43 から 45 を採用している。 

 

2. 商標の定義 

 サウジ商標法の下で、商標は、視認可能な工業的、商業的、生業的もしくは農業的製品

もしくは森林もしくは天然資源の開発事業を区別するのに適当な、もしくは当該商標を付

した物品がその製造、選択及び発明もしくはその取引を根拠として商標の所有者に属する

ことを表示するのに適当な、又は一定の役務の提供を表示するのに適当な、識別性のある

形状の名称、署名、言葉、文字、番号、図形、記号、証印及び浮彫り銘刻又はその他の標

識もしくはその組合せであると定義される。 

 しかしながら、次に列挙する標識、記章、旗、その他のものは、商標であるとはみなさ

れず、登録されない。 

a) 識別性に欠ける標識であって製品、特徴の説明であるもの、又は単に慣習上製品もし

くは役務に付与される普通の名称であるもの 

b) 宗教に反する、又は宗教的な性質の記号と同一もしくは類似の表示、標識又は図形 

c) 以上の構成要素 

d) 公序良俗に反するすべての表示、標識又は図形 

e) 王国もしくは王国が相互主義の取決めを有する国、又は王国が締約国である多国間の

国際条約の締約国である国、国際機関もしくは政府機関に属する公の記章、旗その他

の標識、名称及び通称又はこれらの記章、旗、記号、名称及び通称の所有者の許可を

得ずにこれを模倣したもの 

f) 所有者の認可を得ている場合を除く、王国並びに前項に言及する国及び機関の公式の

標識及び証印であって、製品及び役務又はその保証など、これらの管理にかかるもの。

製品それ自体又は役務又は類似の製品又は役務に商標を添付する意図を有する場合に

限り、この禁止規定が適用される。 

g) 地理的名称。ただし、その使用により製品もしくは役務の出所について誤解を生じる

おそれがある場合又は正当な理由なしに出所もしくは原産地名称の独占になるおそれ

がある場合に限られる。 

h) 名誉学位についての記述 

i) 商品又は役務の出所その他の点について公衆を混同させるおそれがある又は虚偽の情

報を含む記述及び架空の商号又は模倣もしくは虚偽の名称を含む商標 

j) 同一又は類似の商品又は役務を指定して登録されていない場合を含む、王国において

周知である商標と同一又は類似の商標、そして、王国において周知である商標と同一

又は類似であり、同一又は類似ではない商品又は役務を指定して登録されており、そ
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の使用により周知商標の所有者の利益を害する商標 

k) 同一又は類似の製品又は役務について他の者が既に出願又は登録している商標と同一

又は類似の標識、そして、一定の製品又は役務について登録した場合、他の者の製品

又は役務の価値を減ずる標識 

 サウジ商標局は、三次元の商標の登録を許可しないものの、これを工業意匠として登録

することができる。我々の知る限りでは、サウジアラビアにおいて色又は音声が商標とし

て登録された例はない。 

 

3. 商標登録出願 

 商標法の第４条は、商標の登録出願を行うことのできる自然人及び法人について次のよ

うに規定する。  

a) サウジ国籍を有する自然人又は法人 

b) 王国に常習的に居住している外国人であって商業又は専門職活動に従事することを許

可されている者 

c) 王国に対して相互主義の待遇を及ぼす国の国民 

d) 王国が締約国である国際的多国間条約の締約国の国民又はその国に居住する者 

e) 公共機関 

 

4. 団体商標 

 商標の登録は、出願人がサウジアラビアにいる場合にはその者が、又は、サウジアラビ

アに居住する正式代理人が、特別な様式で、サウジアラビアのリヤドにある商工業省に出

願しなければならない。代理人の氏名を記載した委任状も必要となる。委任状は、出願人

の権限を有する者がこれに署名し、認証を受け、作成した国のサウジ領事館の認証を受け

なければならない。商品又は役務の分類ごとに願書を提出する必要がある。 

 商業相は、特定の製品の出所、成分、製法もしくは特定の役務の履行又はその他の特性

の説明につき、その管理又はその検査を監督する自然人又は法人に対して、団体商標の登

録を許可することができる。しかしながら、団体商標を登録できるのは、一定の種類の製

品又は役務を扱う経済的事業であって、生産工程自体を実施することなく、これらの事業

の共通の利益の実現に努める総合的な連合体もしくは組合又は組織に属するものに限られ

る。同一又は類似の製品又は役務につき、更新していない団体商標を他の者の利益のため

に登録してはならない。 

 団体商標の登録願書は、特別な様式を用いて商標局に提出し、これに次のものを添付し

なければならない。 

a) 登録願書に付した商標の描写と同一の商標の複写 10 部 

b) あらゆる修正を含む、登録を求めている連合体、組合又は組織の規約の真正な写し２

部 
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c) 製品又は役務を管理又は検査するうえで、出願人が用いるシステム、及びこれに添え

て、その際の実施条件及び要件並びに製品又は役務に商標を使用する方法に関する説

明書の写し２部 

 

5. 商標に関する法律事務所及び代理人 

 出願人が、商標出願書類を作成し、処理する際に、サウジの弁護士を利用することが一

般的である。外国の代理人は、サウジアラビアの商標代理人として業務を行うことができ

ない。しかしながら、サウジアラビアにおいて、サウジの弁護士を通じて、またこれとと

もに、商標代人として行為する国際的代理人は多い。知的財産法に関する有力な法律事務

所及び商標代理人の推奨リストは、Legal 500（www.legal500.com）及び International 

Trademark Association（INTA）（www.inta.org）から入手できる。 

 

6. 出願に際しての要件 

 商標規則（「規則」）の第２条は、登録願書に次の事項を記載しなければならないと規定

する。  

a) 登録願書の商標の指定欄に貼付した登録を求める商標の複製 

b) 出願人の名、姓、住所、国籍及び商号（これを有する場合）。出願人が法人である場合

は、その名称、本店住所及び国籍を記載する。 

c) 代理人が出願を行う場合は、その名、姓及び住所を記載する。 

d) 登録を求める商標の説明 

e) 商標の登録を求める製品又は役務及びその区分 

f) 出願人又は代理人の署名。出願人が法人の場合は、これに代わって署名する権限を与

えられた者が書類に署名しなければならない。 

 規則の第３条は、願書に添付すべき次の追加的な必要書類について定めている。  

a) 登録願書に貼付したのと同じ商標の複製 10 部。 

b) 代理人が出願を行う場合は、委任状の写し及び確認目的の原本 

c) 出願手数料を納付したことの証拠 

 登録を求める商標に１語以上の外国語が記載されている場合において、出願人は、その

公認のアラビア語訳を提出し、これとともにその発音の仕方を示さなければならない。公

式の翻訳は、サウジアラビアのどの公式翻訳者でも入手できる。 

 

7. 優先権主張 

 出願人が、サウジアラビアの締約国となっている多国間国際条約の締約国、又は、サウ

ジアラビアと相互主義の取決めを有する他の国において行った先の出願を根拠として、優

先日を主張することが可能である。その場合は、先の出願の日付及び番号並びに出願した

国の名を記載した陳述書を願書に添えなければならない。また、出願人は、優先権を主張
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する登録出願を提出した日から６カ月以内に、先の出願の提出国の管轄当局及びサウジ外

務省を含む公式の認証機関により適正に認証された先の出願の写しを提出しなければなら

ない。そうでない場合は、出願人は当該主張する権利を失う。 

 

8. 審査 

 出願が完了すれば、提案されている商標が、商標法に定める要件に従った登録資格を有

するかどうかを確認するため、登録官が出願を審査する。特に重要な点として、登録官は、

これまでに説明した拒絶理由のいずれにも該当しないことを確認する。サウジ商標局には、

通常、２～３名の審査官がいる。 

 主な拒絶理由は、次のようにまとめることができる。 

a) 先に登録されもしくは先に出願された一つ以上の商標が存在すること。審査官は、通

常、指定商品又は役務にかかわらず、提案されている商標と同じ区分の類似又は同一

の商標を調査する。審査官は、極めて厳格であり、全体の外観、意味及び音につき、

混同するわずかなおそれでさえ、これを理由にして出願を拒絶する場合がある。審査

官は、実際には、商標の違いよりも類似性を検討する。サウジアラビアは、先願主義

である。 

b) 識別力がないか記述的な商標 

c) 公序良俗又はイスラム法に違反する商標 

d) 家族名（姓） 

e) 周知商標と類似又は同一の商標。知名度を決定する際は、次の点を検討する。 

(i) 商標が、サウジアラビアにおいて真に使用されていたこと。これは、商標の所有

者又は所有者の代理人／販売代理店からサウジアラビアの顧客への直接販売の請

求書の写しを示すことにより証明できる。サービス商標の知名度は、サウジアラ

ビアで調査を行い、調査に記入した顧客の証言により証明できる。 

(ii) 原登録国及び世界中における対応する登録 

登録官は、出願について、その出願日から 60 日以内に決定しなければならない。

登録官にとって出願に異議がない場合、出願を承認しなければならない。登録官

は、出願を承認するために、一定の条件を満たし又は修正を施すことを出願人に

要求できる。登録商標の使用条件が限定された場合、出願人は、これを拒絶する

ことができる。出願人が当該通知の 90 日以内に応答しない場合は、この期間の満

了の日に出願が拒絶されたものとみなされる。 

登録官の拒絶決定は、決定の通知から 60 日以内に商業相に不服申し立てを行うこ

とで、これに異議を唱えることができ、又、商業相の決定により不服申し立てが

拒絶された場合には、これが通知された日から 30 日以内に不服審査委員会（第一

審法廷）に上訴できる。 
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9. 公告と異議申し立て 

 商標出願が登録官により承認された場合において、商標局は、商標の公告文を作成する。

公告文を作成するにあたり、通常は、商標代理人が商標局に協力する。公告文には、次の

事項を記載しなければならない。 

a) 出願人の名称、住所及び国籍 

b) 商標の複製及び説明 

c) 商標の登録を求める製品及び役務並びにその区分 

 出願人は、登録を承認する決定の日又は上訴の請求内容を承認する商業相の決定から 90

日以内に当該公告文を受け取らなければならない。出願人は、自己の費用により上記公告

文を（「Um Al Qura」と呼ばれる）公報に公告し、上記公告文を受け取った日から６カ月以

内に、公告文を掲載した新聞の写しを商標局に提出しなければならず、さもなければ出願

を放棄したものとみなされる。 

 利害関係者であれば誰でも、公告の日から 90 日以内に不服審査委員会（第一審法廷）に

異議を申し立てることができる。異議申し立て人は、異議につき、異議申し立て書の写し

を添え、書面により商標局にも通知しなければならない。その場合、商標局は、不服審査

委員会が、異議に関する 終決定を下すまで、それ以上の一切の処理を進めてはならない。

委員会の決定は、その通知の日から 30 日以内に再審査パネルに上訴できる。 

 

10. 登録 

 有効な異議申し立てが行わなかった場合、商標局は、商標を登録する。登録出願人は、

そのために、商標登録を承認する 終決定の発出から 90 日以内に、商標 終登録手数料を

納付しなければならない。登録承認の決定は、公報における公告文の公告後、出願された

登録に対するいかなる異議も申し立てられることなく 90 日を経過した後、又は、不服審査

委員会が登録承認の 終決定を下したときに、確定したとみなされる。登録手数料を納付

しない場合には、出願が無効であるとみなされる。 

 商標が登録されると、商標局は、次の事項を記載した登録証を出願人に交付する。 

a) 商標登録番号及び日付 

b) 保護期間の開始日及び終了日 

c) 優先日（これを有する場合） 

d) 商標所有者の氏名、住所、国籍及び商号（これを有する場合） 

e) 商標の複製及び説明 

f) 商標の登録を求める商品又は役務及びその区分 

 すべての商標は、商標局の登録簿に記録しなければならない。商標の登録は、登録簿に

記録された出願日から有効となる。 
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11. 登録のプロセス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. 登録の時間的流れ 

 商標出願の調査及び審査は、時系列的に行われる。登録手続き全体が完了するまでには、

低でも８カ月かかる。 

 

13. 更新 

 登録商標は、出願日から 10 年間保護される。保護期間の 後の年及びその後６カ月間、

登録証の原本及び更新手数料を納付した証拠を添え、商標の更新を商標局に出願すること

ができる。前記期限後又は前記手数料の納付を伴わない出願は無視されるため、更新要件

を満たすことが重要である。 

 要件を満たせば、商標が更新され、その際に再審査は行われない。商標局は、次の事項

を記載した更新の公告文を作成しなければならない。 

出願 

調査及び審査 

承認 

公報への公告 

90 日以内の異議申

し立て 

登録 

拒絶

大臣への不服申し立

て 

拒絶 

不服審査委員会の承

認 

拒絶

控訴 
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 a) 商標の説明 

 b) 商標登録番号 

 c) 商標の所有者の名前、住所及び国籍 

 更新が登録簿に記録されるためには、商標の所有者が、自己の費用により更新の公告文

を公報（Um Al Qura）に公告し、当該公告文を掲載した新聞の写しを商標局に提出しなけ

ればならない。登録証の原本に更新の通知が刻印され、新しい存続期間満了日が記載され、

その商標が更新されたことの証明となる。 

 

14. 料金 

 次の手続きについては、いずれも 1,000 サウジ・リヤル（およそ 266 米ドル）の手数料

を納付する。 

a) 一つの区分の商標の登録出願 

b) 一つの区分の共同所有商標の登録出願 

c) 一つの区分の共同所有商標の審査請求 

d) 一つの区分の一つの商標にかかる登録簿の閲覧 

e) 一つの区分の一つの商標にかかる登録簿の記録項の複写１件 

f) 一つの区分の一つの商標にかかる所有権の移転又は譲渡にかかる申請 

g) 一つの区分の商標の使用許諾にかかる申請並びに譲渡抵当を入れることにかかる

申請 

h) 一つの区分の商標への変更又は追加１件 

i) 一つの区分の商標にかかる手数料の定めのない情報への追加又は変更にかかる申

請 

j) 保護期間の経過後６カ月の期間内における商標登録の更新申請 

 

 次の手続きについては、いずれも 3,000 サウジ・リヤル（およそ 798 米ドル）の手数料

を納付する。 

a) 一つの区分の商標の仮保護にかかる申請 

b) 一つの区分の商標の登録 

c) 一つの区分の共同所有商標の登録 

d) 一つの区分の一つの商標の登録の更新 

e) 一つの区分の共同所有商標の登録の更新 

 

15. 有効性と取消 

 商標が登録されれば、10 年間有効であり、有効期間を無制限に更新できる。第 25 条及び

第 26 条は、商標局、第三者又は法律により、登録商標を抹消できる場合について定めてい

る。次の理由がある場合、不服審査委員会に抹消訴訟を提起することで、商標の登録を抹
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消できる。  

a) 商標権者が、正当な理由なく、商標を５年間継続して使用しない場合。商標の使用は、

真正なものでなければならず、国内の新聞又はメディアを通じて宣伝しただけでは、

真正な使用であるとはみなされない。 

b) 商標が、公序良俗に反して登録された場合 

c) 商標が、詐欺又は虚偽の情報にもとづいて登録された場合 

 サウジアラビアにおいて、登録の抹消訴訟を提起することが一般的ではなく、この環境

を改善することが極めて困難である点に留意すべきである。抹消訴訟が完了するまでには

１～３年かかる。 

 また、次の理由がある場合に、法律にもとづいて商標登録を職権により取り消すことも

できる。 

a) 商標の登録が更新されなかった場合。 

b) 管轄当局が下した決定に従って禁止されている取引に従事する自然人又は法人が商標

を所有する場合。 

 商標が抹消されると、商標局は、登録の抹消を商標登録簿に記録し、次の事項を記載し

た公告文を公報に公告しなければならない。 

a) 商標の複製 

b) 商標登録番号 

c) 商標の所有者の名称及び国籍 

d) 登録を抹消する理由 

 一度抹消された商標は、抹消の日から３年を経過するまで、同一の製品又は役務又は類

似の製品又は役務につき、これを他の者の利益のために登録することはできない。ただし、

抹消の決定において、これよりも短い期間を定めている場合は除く。従って、抹消訴訟の

原告は、抹消された日の直後に自らの商標を登録することを請求する必要がある。 

 

16. 商標の使用 

 商標を登録する者は、その排他的所有者となる。また、商標の所有者には、他の者が、

自らの事前の同意なく、当該商標を使用することを妨げる権利がある。 

 

17. 譲渡 

 譲渡は、商標の所有権の移転である。出願は、 終的な登録が完了するまで譲渡できな

い。譲渡が有効とされるためには、これを書面により行わなければならず、特に、製品及

び役務の性質、出所、特徴又は履行について公衆に誤解させる意図があってはならない。

譲渡は、公告され、登録簿に記録されるまで、その効力を第三者に及ぼさない。 

 登録簿に譲渡を記録するためには、譲渡人又は譲渡人の代理人が、登録証の原本及び次

の事項を記載した当該譲渡を証明する書類を添え、商標局に申請書を提出しなければなら
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ない。 

a) 商標登録番号 

b) 譲渡人の名及び姓 

c) 被譲渡人の名、姓、商号（これを有する場合）、国籍及び住所 

d) 所有権の移転する日及び移転の目的とする処分行為 

e) 代理人が申請する場合は、代理人の名、姓及び住所 

 これを受け、商標局は、次の事項を含む商標権移転にかかる公告文を作成しなければな

らない。 

a) 商標の説明 

b) 商標登録の番号及び日付 

c) 以前の商標権者の名称 

d) 新商標権者の名称、国籍及び住所 

 出願人は、前記公告文を自己の費用において公報（Um Al Qura）に公告し、公告文を掲

載した新聞の写しを商標局に提出しなければならない。そこで、商標局は、商標登録簿及

び登録証の原本に商標権の移転を記録しなければならず、併せて新しい所有者の氏名、住

所、移転する理由及びこれを記録した日を記録する。 

 

18. 使用許諾 

 要するに、使用許諾により、使用権者が、特定の商品又は役務につき、合意した制限の

下で、商標を使用することを可能になる。合意する使用権は、専用使用権であっても、通

常使用権であってもよいものの、使用権者は、別段の合意がない限り、使用権を他の者に

譲渡し、再使用権を設定してはならない。使用権の設定期間は、商標の保護の期間を超え

てはならない。 

 使用権が有効とされるためには、契約を書面により行わなければならず、契約当事者の

署名、捺印又は押印が公証されなければならない。使用権設定契約は登録簿に記録しなけ

ればならず、上記の手続きに従ってこれを登録簿に記録し、公告しない限り、他の者にそ

の効力を及ぼさない。 

 使用権設定契約の記録を取り消すためには、使用権設定者が、使用権の満了又は終了の

証拠を添えて、申請書を商標局に提出しなければならない。これを受け、管轄部局は、使

用権の取り消し申請について他の当事者に通知しなければならない。使用権者には、取り

消し請求の通知を受けた日から 30 日以内に、取り消しに対する異議を不服審査委員会（第

一審法廷）申し立てる権利がある。 

 

19. 商標の質入 

 商標は、事業とともに、あるいは、これとは別に質入することができる。商標の質入が

有効とされるためには、これを上記の手続きに従って登録簿に記録しなければならない。
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公告すべき質入の公告文には、上記と同一の事項を記載しなければならない。 

 

 

 

第４節 著作権 

 

 

1. 著作権制度の概要 

 閣僚評議会のイスラム暦 1410 年２月 25 日（1989 年９月 26 日に対応）付けの決定第 30

号により公布され、イスラム暦 1410 年５月 19 日（1989 年 12 月 17 日に対応）付けの国王

命令第 M/11 号により発出されたサウジの旧著作権法は、適切な保護が規定されているかど

うかという点で十分ではなかった。その結果、旧法は、閣僚評議会のイスラム暦 1424 年４

月９日（2003 年 10 月 29 日に対応）付けの決定第 85 号により公布され、国王命令第 M/41

号により発出された新著作権法によって置き換えられた。新法では、著作権保護が強化さ

れており、著作権侵害者に対する抑止的刑罰を定めている。 高刑が１万サウジ・リヤル

だった旧法とは異なり、新法では、25 万サウジ・リヤル以下の罰金そして又は６カ月以下

の拘禁刑を規定している。 

 また、サウジアラビアは、2003 年 12 月 11 日に文学的及び美術的著作物の保護に関する

ベルヌ条約（「ベルヌ条約」）の締約国となり、これが 2004 年３月 11 日に発効した。 

 

2. 著作権の対象 

 旧法とは異なり、新著作権法は、著作権により保護される著作物の詳細かつ網羅的なリ

ストを掲げている。サウジアラビアにおける保護の範囲は、種類、表現様式、重要性又は

制作の意図にかかわらず、次の文学、美術及び科学分野において創作された著作物に及ぶ。 

a) 書籍や小冊子などの書き物 

b) 講義、演説、詩、歌及びその他類似の口述によって伝達される著作物 

c) 動作又は音、もしくはその両方を伴う、演劇、芝居、ショー及びその他類似の上演作

品 

d) 放送手段によって、放送又は放映される特定の著作物 

e) 絵画、造形美術作品、建築物、装飾芸術品、刺繍美術品及びその他類似作品 

f) 聴覚及び視聴覚著作物 

g) 手工芸及び工業の応用美術作品 

h) 写真作品及びその類似作品 

i) イラスト画、地形図、デザイン、スケッチ、グラフィック・デザイン、地勢・地形関

連造形作品及び建築・科学技術作品 

j) 地勢、地形、建築及び科学関連の立体著作物 
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付属資料 2.3 （サウジアラビア） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

商標法 イスラム歴 1423 年 5 月 28 日（2002 年 8 月 7 日）の勅令第 M/21 号 (仮訳) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

第１部 総則 

 

第１条 

 この法律の規定の実施において、商標とは、視覚により認識することができるものであ

り、工業、商業、手工業若しくは農業の製品、若しくは、森林若しくは天然資源の開発事

業を識別するため、又は、商標が付されている目的物が、製造、選択、発明、若しくは、

取引を理由として、商標権者に帰属するものであることを示すこと、又は、一定のサービ

スの提供を示すために適している識別性のある形状、署名、言葉、文字、数字、図面、記

号、印及び浮き彫り銘刻若しくはその他の標識若しくはそれらの組み合わせの名称である。 

 

第２条 

 次の標識、紋章、旗及び以下に掲げるその他のものは、商標とはみなされず、又は、登

録されない。 

a) 具体的な識別性に欠ける標識であって、特性の説明、又は、単なる一般的名称であっ

て、慣習上、製品又はサービスに与えられているもの 

b) 宗教に反するか、宗教的性格を有する記号と同一又は類似した表現、標章又は図面 

c) それらを組み合わせたものの構成要素 

d) 公序良俗に反する表現、標識又は図面 

e) 王国、又は、相互主義の待遇を有する国の一つ、王国が締約国である多国間条約の締

約国の一つ、国際機関若しくは政府機関に帰属する公的紋章、旗その他の標識、名称

若しくは単位、及び、かかる紋章、旗、標識、名称及び単位を模倣したもの。ただし、

それらの所有者により許可される場合は除く。 

f) 王国、並びに、(d)項に定める国及び機関の公的標識及び印であって、製品若しくはサ

ービス又はそれらの保証についてのこれらの管理にかかるもの。ただし、その所有者

によって許可される場合は除く。本項の禁止は、商標が、製品又はサービスに付され

るか、類似の製品又はサービスに付されることが意図されない限り適用されない。 

g) 地理的名称。ただし、その使用により製品又はサービスの出所又は原産地について混

同を生じるおそれがあるか、正当な理由なしに、原産地名称又は出所名を独占するお

それがある場合に限る。他の者の肖像、名前又は屋号。ただし、当該他の者又はその
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承継人が使用に同意する場合は除く。 

h) 名誉称号に関連する記述 

i) 公衆を惑わせる記述、製品若しくはサービスの出所について虚偽の情報を含む記述、

又は、架空、模倣若しくは偽造した称号を含む商標 

j) 王国において有名な商標（同一又は類似の製品又はサービスとの関連で登録されてい

ない場合を含む。）と同一又は類似の商標、及び、王国において有名な商標であった、

同一又は類似のものではない製品又はサービスとの関連で王国内で登録されているも

のと同一又は類似の商標。ただし、この使用が、有名な商標の所有者に損害をもたら

すことを条件とする。 

k) 同一又は類似の製品又はサービスとの関係で他の者によって既に出願又は登録されて

いる商標と同一又は類似の標識又は類似の標識及び一定の製品又はサービスについて

登録した場合、当該他の者の製品又はサービスの価値を減じることになる標識 

 

第２部 商標の登録及び公告の手続 

 

第３条 

 商業省の担当部署に「商標登録簿」と称する登録簿を設ける。商業登録簿には、全ての

登録商標、並びに、登録商標の所有権の譲渡、移転、担保、差止、又は、使用ライセンス

に関する通知、並びに、更新、取り消し、及び、施行規則に定める全ての情報を記録する。 

 

第４条 

 次の種類の者は、商標を登録する権利を有する。 

1. サウジ国籍を有する自然人又は法人 

2. 王国内に通常居住している人であって、商業活動又は職業活動に従事することが許可

されている者 

3. 王国に相互主義の待遇を与えている国の国民 

4. 王国が締約国である多国間国際条約の締約国の国民又はかかる国の居住者 

5. 公的機関 

 

第５条 

 本法第１条に定める条件を満たす商標の登録出願は、王国に住所を有する者、又は、王

国に住所を有する正式な代理人が、施行規則に定める条件及び手続に従って、商業省の担

当部署に対し行う。 

 

第６条 

 商標の登録出願は、一又は複数の種類の製品又はサービスについて行うことができるが、
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それぞれの区分について一件の出願を施行規則に定める条件及び手続に従って行うことを

要する。 

 

第７条 

 一群の商標が基本的要素において同一であり、かつ、色彩又は関連する製品若しくはサ

ービスの細部等、商標の本質に影響を及ぼさないような違いしかない場合であって、かか

る製品又はサービスが同一の区分に属するとき、一群の商標を登録するために一件の出願

を行うことができる。 

 

第８条 

 同一の区分の製品又はサービスについて複数の者が混同を招く同一又は類似の商標の登

録を同時に出願する場合であって、出願が、同一の出願日のものであるか同一の優先日の

ものであるとき、一方の出願人が他方の出願人がその出願を放棄したことについての当該

他方の出願人からの法的保証についての書面の表明を提出するまで、又は、不服審査委員

会がいずれか一方の登録を有利とする 終的裁定を行うまで、当該登録出願は中断する。 

 

第９条 

 商標登録の出願人又はその承継人が、王国が締約国である多国間国際条約の締約国の一

つ、又は、王国と相互主義の関係にある他の国において行った以前の出願を理由として優

先権を享有することを希望する場合、当該出願人又は承継人は、以前の出願の日付及び番

号、並びに、当該出願が行われた国について記載した申告書を願書に添えて提出しなけれ

ばならない。また、出願人は、以前の出願が行われた国の管轄当局によって適切に確認さ

れた以前の出願の写しを、優先権を主張する根拠となっている以前の出願を行った日から

六ヶ月以内に提出することを要する。かかる提出が行われない場合、優先権を主張する権

利は失われる。 

 

第 10 条 

 商業省の担当部署は、出願の提出後 60 日以内に、出願が本法及び施行規則において定め

る条件及び手続を満たしているか否かを決定する。 

 

第 11 条 

 担当部署が、登録出願が、本法の規定に従っていないと考える場合、担当部署は出願人

にその旨通知し、登録出願を承認するために必要な条件を満たすこと又は補正の実施を要

請することができる。 

 

第 12 条 
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 出願人が、前条の要請の通知の日から 90 日以内に条件を満さないか又は補正の実施につ

いての担当部署の要請に対応しなかった場合、その出願は、当該期間の満了日に拒絶され

たものとみなされる。 

 

第 13 条 

 関係当事者は、出願の拒絶の決定の通知の日から 60 日以内に、かかる決定に対し商業省

に対し不服を申し立てることができる。また、大臣により発出された決定によって不服申

立が却下された場合、当該関係当事者は、その決定の通知の日から 30 日以内に不服審査委

員会に対し、上訴する権利を有する。 

 

第 14 条 

 商標の登録が認められた場合、担当部署は、施行規則に定める手続に従って、当該登録

を公告する。また、出願人は、公告の費用を負担する。 

 

第 15 条 

 関係者は、前条の公告の日から 90 日以内に不服審査委員会に対し、商標登録の承認につ

いて異議を申し立てることができる。商業省の担当部署に異議申立書及び申立の証拠を提

出する。 

 

第 16 条 

 商標の登録を承認する決定が確定するか又は不服審査委員会が同趣旨の決定を行った後、

担当部署は、本法第３条に定める登録簿に当該商標を登録する。登録は、施行規則に定め

る手続及び条件に従って行う。 

 

第 17 条 

 登録が完了した場合、施行規則に定める情報、特に、次を含む登録証が商標権者に交付

される。 

1. 商標登録の通し番号 

2. 登録出願日、登録日、優先日（該当する場合） 

3. 商標権者の商号又は名称、その居住場所及び国籍 

4. 商標の写し 

5. 商標が登録された製品又はサービス、及び、それらの区分 

 

第 18 条 

 登録商標権者は、登録商標に追加又は修正を行うよう担当部署に要請することができる。

ただし、かかる追加又は修正が、当該商標の特性に実質的に影響を及ぼさないことを条件
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とする。かかる要請は、元の登録出願に適用される全ての条件及び手続に従うものとする。 

 

第 19 条 

 関係当事者は、本法第３条に定める登録簿を閲覧すること、及び、当該登録簿の情報又

は記録の写しを請求することができる。 

 

第３部 商標登録の効果 

 

第 20 条 

 商標登録は、登録出願日から有効とする。この日付は、施行規則の規定に従って決定す

る。 

 

第 21 条 

 商標登録をした者は、当該商標の独占的所有者となり、あらゆる者による登録商標の使

用は、その所有者の承諾を得ることを条件とする。登録商標権者は、他の者による当該登

録商標の使用、又は、当該登録商標に類似しており、商標が登録された製品又はサービス

について、及び、類似の製品又はサービスについて公衆を欺罔するおそれがある他の標識

の使用を妨げるために訴訟を提起する権利を有する。商標の登録に基づく権利には、登録

商標の特別の特性を含まない標識、記述、及び、説明図の公正使用は含まれない。 

 

第 22 条 

 商標登録に基づく当事者の権利は 10 年間継続する。ただし、別途更新される場合はこの

限りではない。 

 

第４部 商標の更新及び取り消し 

 

第 23 条 

 商標権者は、保護期間の 後の年及びその後の６ヶ月間、本法及び施行規則に定める条

件及び手続に従って、登録の更新の申請を行うことができる 

 

第 24 条 

 商標は、新たな審査なしに更新される。また、登録の更新は、施行規則に定める条件及

び手続に従って公告する。 

 

第 25 条 

 担当部署及び関係当事者は、次の場合には、商標登録の取り消しを請求することができ
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る。 

1. 商標権者が正当な理由なしに５年間継続して商標を使用しない場合 

2. 商標が公序良俗に反して登録された場合 

3. 商標が詐欺又は虚偽の情報にもとづいて登録された場合 

不服審査委員会は、登録取消請求について決定する権限を有する。 

 

第 26 条 

 商標登録は、次の二つの場合には、法により取り消される。 

1. 登録が本法及び施行規則に従って更新されなかった商標 

2. 権限を有する当局によって発出された決定に従って取引が禁じられている人又は法人

が所有する商標 

 

第 27 条 

 商標が取り消された場合、取消日から３年が経過した場合を除き（ただし、取消決定が

それより短い期間を指定していた場合はこの限りではない。）、当該商標を、同一の製品、

サービス、又は、類似の製品、サービスについて他の者が登録することはできない。 

 

第 28 条 

 商標登録の取消は、施行規則に定める手続及び条件に従って公告する。取消は、不服審

査委員会による決定の日、保護期間の満了の日、又は、禁止の決定が発出された日から効

力を生じる。 

 

第５部 商標の所有権の移転、担保設定及び差押え 

 

第 29 条 

 商標の所有権は、所有権を移転する事由又は行為によって他の者へ移転させることがで

きる。ただし、書面によるものとし、また、製品及びサービスの性質、起源、特徴又は性

能について、公衆に誤解を生じさせることを意図したものでないことを条件とする。 

 

第 30 条 

 商標が製品又はサービスを区別するために用いられている事業所又は事業の所有権が、

商標の所有権の移転が行われることなく移転された場合、商標を所有し続ける当事者は、

別段の合意がない限り、商標が登録されている製品又はサービスに商標を使用することが

できる。 

 

第 31 条 
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 商標は、製品又はサービスを区別するために商標が用いられている事業所又は事業と併

せて又は単独で、担保設定又は差押えをすることができる。 

 

第 32 条 

 商標の所有権の移転、担保設定、又は、差押えは、公示され、本法第３条に定める登録

簿に記入された後でなければ、他の者に対し効力を持たない。 

 

第６部 商標使用ライセンス 

 

第 33 条 

 商標権者は、商標の登録対象である製品又はサービスの全て又は一部を使用するライセ

ンスを人又は法人に付与することができる。商標権者は、別段の合意がない限り、他の者

に使用ライセンスを付与し、自己が使用する権利も有する。ライセンス期間は、商標の保

護期間を超えることはできない。 

 

第 34 条 

 ライセンス契約は書面によるものとし、また、契約当事者の署名、拇印、又は、押印は、

施行規則の規定に従って認証を受けるものとする。 

 

第 35 条 

 ライセンス契約は、本法第３条に定める登録簿に記録される。ライセンスは、施行規則

に定める手続及び条件に従って登録簿に記録され公告されない限り、他の者に対して効力

を持たない。 

 

第 36 条 

 ライセンシーは、別段の合意がない限り、他の者へのライセンスの譲渡又はサブライセ

ンスの付与はできない。 

 

第 37 条 

 ライセンスの登録は、商標権者又はライセンシーからの請求に基づき、ライセンスが失

効又は終了したことの証拠の提示を受けた後、登録簿から抹消される。担当部署は、ライ

センスの抹消請求について他の当事者に通報する。この場合、当該他の当事者は、抹消請

求の通知を受けた日から 30 日以内に、不服審査委員会に対し異議を申し立てる権利を有す

る。 

 

第８部 共有商標 
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第 38 条 

 商務大臣は、特定の製品、サービス又はその検査の出所、成分、製造方法、性能、説明、

その他の特徴を支配する自然人又は法人によって共同で所有されている商標の登録を、施

行規則において定められている手続及び条件に従って許可することができる。 

 

第 39 条 

 更新されなかった共有商標は、同一又は類似の製品又はサービスについては登録するこ

とはできない。 

 

第 40 条 

 本法の規定は、共有商標の特性と不整合ではないことを条件として、共有商標に適用す

る。 

 

第８部 料金 

 

第 41 条 

 本法の規定に基づき納付を要する料金は、次の通り決定される。 

1. 次のいずれかの手続については 1,000 サウジ・リヤル  

a) 一つの区分の一件の商標の登録出願 

b) 一つの区分の一件の共有商標の登録出願 

c) 一つの区分の一件の共有商標の審査請求 

d) 一つの区分の一件の商標についての登録簿の閲覧 

e) 一つの区分の一件の商標についての登録簿に記録されているものの複写一件 

f) 一つの区分の一件の商標の所有権の移転又は譲渡の登録申請 

g) 一つの区分の一件の商標を使用するライセンスについての申請、及び、本法第 31

条、第 32 条及び第 33 条に基づく商標の担保設定の登録の申請 

h) 本法第 18 条に従った一つの区分の商標への修正又は追加一件 

i) 一つの区分の一件の商標に関する情報の追加又は変更の請求で料金が指定されて

いないもの 

j) 登録商標の保護期間後６ヶ月間における一つの区分の一件の商標の登録の更新請

求 

 

2. 次のいずれかの手続については 3,000 サウジ・リヤル 

a) 一つの区分の商標の仮保護に係る申請 

b) 一つの区分の一件の商標の登録 
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c) 一つの区分の共有商標の登録 

d) 一つの区分の商標登録の更新 

e) 一つの区分の共有商標の登録の更新 

 

第 42 条 

 本法第 41 条に従って料金が決定される出願及び手続は、該当する料金の納付後以外は、

受け入れられず又は有効にならない。 

 

第９部 犯罪と刑罰 

 

第 43 条 

 より厳しい刑罰を課すことを害することなく、次の者は、１年以下の禁固及び 50,000 サ

ウジ・リヤル以上 100 万サウジ・リヤル以下の罰金又はそのいずれかの刑が課される。 

1. 公衆を誤解させるような方法で登録商標を偽造又は模倣する者、及び、偽造又は模倣

された商標を悪意をもって使用する者 

2. 他の者が所有する商標を自己の製品又はサービスに悪意をもって添付又は使用する者 

3. 事情を知りながら、偽造されたか、模倣されたか、若しくは、不正に添付若しくは使

用された商標を伴う製品を申し出るか、売り出すか、販売するか若しくは販売の意図

を持って所持している者、又は、事情を知りながら、かかる商標の下でサービスの提

供を申し出る者 

 

第 44 条 

 より厳しい刑罰を課すことを害することなく、次の者は、３ヶ月以下の禁固及び 20,000

サウジ・リヤル以上 250,000 サウジ・リヤル以下の罰金又はそのいずれかの刑が課される。 

1. 本法第２条の(b)、(c)、(d)及び(e)に定める場合において未登録商標を使用する者 

2. 商標が登録されていると考えるように導く記述を商標又は営業用文書に違法に記載す

る者 

 

第 45 条 

 常習犯は、違反について定められた 高刑の二倍を超えない刑罰、及び、事業所又は事

業を 15 日以上６ヶ月以下の期間閉鎖する刑罰を受け、施行規則に定める条件及び手続に従

って違反者の費用負担により判決を公告する。 

 

第 46 条 

 本法の規定に基づく常習犯とは、本法に定める犯罪行為のいずれかで有罪判決を受けた

者が、その違反についての終局判決の日から３年以内に類似の犯罪行為を行った者をいう。
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本法第 43 条及び第 44 条に定める犯罪行為は、類似のものとみなされる。 

 

第 47 条 

 公訴権は、捜査又は訴追がなされない場合、犯罪が行われた日から５年が経過した後に

消滅する。公訴権の消滅は、私権に影響を及ぼさない。 

 

第 48 条 

 本法に定めるいずれかの犯罪が行われた結果損害を被った者は、被った損害に対する適

切な補償を、犯罪について責任を負う者に対し請求することができる。 

 

第 49 条 

 商標権者は、いつでも、民事又は刑事訴訟を提起する前であっても、商標登録を示した

正式な文書を添付した申立書に基づき、必要な予防的措置をとる命令を不服審査委員会か

ら取得することができる。この措置には特に次のものが含まれる。 

a. 犯罪に使用されるか使用された装置及び道具、並びに、問題となっている商標が使用

された国産及び輸入された製品又は物品及び書類についての詳細な説明の記録の作成 

b. (a)に言及されている品目の差押え。ただし、かかる品目の差押えは、必要となった場

合差押えが実施される当事者を補償するために不服審査委員会が暫定的に査定した供

託金を納めるまでは、実施されないことを条件とする。差押えが実施された後に、施

行規則に定める条件及び手続に従って申立人によって納付された供託金の妥当性につ

いて異議を申し立てることは許容される。不服審査委員会の命令には、施行規則にお

いて定められている当局を支援するために一又は複数の専門家を任命することを含め

ることができる。 

 

第 50 条 

 商標権者がとった予防的措置は、本法第 49 条に定める措置がとられた日から 10 日以内

に、当該予防的措置がとれた相手方当事者に対し、民事訴訟又は刑事訴訟が行われなかっ

た場合、無効とみなされる。 

 

第 51 条 

 差押えを行う当事者が訴訟を提起しない場合第 50 条に定める期間の満了後 90 日以内に、

又は、商標に関する差押訴訟の終局的判決がなされた日から 90 日以内に、本法第 49 条に

基づきとられた措置の結果として、悪意の原告に対し、被告が受けとる権利を有する補償

を請求する措置をとることができる。いかなる場合においても、差押えを行う当事者は供

託金の払い戻しは受けない。ただし、差押えが実施された当事者を有罪とする確定判決が

行われた後、又は、被告が訴訟を提起することなく所定の期間が満了した後の場合は除く。
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なお、差止訴訟における判決において、供託金に関する決定が含まれている場合はこの限

りではない。 

 

第 52 条 

 不服審査委員会は、民事訴訟又は刑事訴訟において、差押えられた品目、又は、後に差

し押さえられた品目を没収する判決を下すことができる。これは、損害賠償若しくは罰金

からその価額を控除すること、又は、施行規則に定める条件及び手続に従ってそれらを処

分することを目的とする。不服審査委員会は、敗訴当事者の費用負担により、一又は複数

の新聞で判決を公告することを命じることができる。また、不服審査委員会は、無罪判決

の場合でも、偽造若しくは模倣された商標、又は、不正に添付若しくは使用された標識の

破毀を命じること、及び、必要な場合には、かかる商標を伴う品目の破毀を命じることが

できる。 

 

第 53 条 

 不服審査委員会は、本法の実施に起因するあらゆる民事訴訟及び刑事訴訟並びに紛争に

ついて決定を行い、また、本法の規定違反について本法に定める刑罰を科す管轄権を有す

る。 

 

第 54 条 

 検察庁は、本法の規定の違反に係る刑事事件における訴訟において公権を代理する。 

 

第 10 部 終規定 

 

第 55 条 

 施行規則には、王国内又は、王国と相互主義の待遇を行う何れかの国において開催され

る国内又は国際博覧会において展示される製品又はサービスにおいて使用される商標の一

時的保護の手続を含める。かかる博覧会は、商務大臣の決定によって定める。 

 

第 56 条 

 商業大臣により任命された職員は、本法の執行に関する限り、司法捜査権限を有する。 

 

第 57 条 

 本法の施行規則は、発行日から 60 日以内に商業大臣の決定によって発出され、官報に公

布する。 

 

第 58 条 
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 本法は官報で公布され、公布の 90 日後に発効し、1404 年 5 月 4日付けの勅令第 M/5 によ

り発出された商標法を廃止する。 
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付属資料 2.4 （サウジアラビア） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

商標法施行規則 (仮訳) 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

商標登録出願 

 

第 1 条 

 商標登録出願は、当該出願を目的に作成された様式で、商業省商標庁に対し、当事者が

王国内に居住している場合当事者により、又は、王国内に居住している正式な代理人によ

って提出される。出願は、一つの区分の一つの商標の登録に限定することを要する。出願

の数は、本規則附則(１)に掲げる登録を求める物品又はサービスの区分の数と等しいもの

とする。当該附則(１)のリストは、必要な場合、商標の登録のための商品及びサービスの

国際分類に関するニース協定に従って、商標庁により起草された省の決定に従って、随時

更新する。 

 

第 2 条 

 登録願書には次の情報を含めるものとする。 

1. 登録を求める商標の複製。登録願書中にこれを目的として指定された場所に添付する。 

2. 出願人の姓名、住所、国籍及び屋号（該当する場合）。 

3. 出願人が法人の場合、その名称、本店の住所及び国籍を記載する。 

4. 代理人により出願が行われる場合、代理人の氏名及び住所を記載する。 

5. 登録を求める商標についての説明 

6. 商標登録を求める商品及びサービス、並びに、それらの区分 

7. 出願人又はその代理人の署名。 

8. 出願人が法人の場合、願書は、当該法人のために署名する権限を有する者によって署

名されることを要する。 

 

第 3 条 

 登録出願には次のものを添付する。 

1. 登録願書に表示されている商標の同一の商法の複製 10 部 

2. 代理人が出願する場合、委任状の謄本及び確認を目的して委任状の原本 

3. 法第 41 条に定める出願料の納付の証拠 
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第 4 条 

 登録を求める商標に外国語で記載された一又は複数の言葉が含まれている場合、出願人

は、当該言葉の認証済みのアラビア語翻訳及び当該言葉の発音表記を提出する。 

 

第 5 条 

 商標登録の出願人又はその承継人が、王国が締約国である多国間国際条約の締約国の一

つ、又は、王国と相互主義の関係にある他の国において行った以前の出願を基礎として優

先権を享有することを希望する場合、当該出願人又は承継人は、以前の出願の日付及び番

号、並びに、当該出願が行われた国について記載した申告書により出願を補強する。また、

出願人は、優先権を主張する以前の出願日から６ヶ月以内に、その出願国の権限ある当局、

及び、サウジアラビア外務省を含む公式な認証機関により適切に認証された以前の願書の

謄本を提出する。これを行わない場合、当該出願人は優先権の主張を行う権利を失う。 

 

第 6 条 

 「出願登録簿」と称する特別の登録簿を商標庁に備える。当該登録簿には、登録出願が

出願日に従って通し番号で記録される。当該登録簿には次の事項を記載する。 

1. 出願番号及び出願日 

2. 商標の複製 

3. 出願人の名称、住所及び国籍 

4. 商品又はサービスの区分 

5. 代理人の名称（ある場合） 

 

第 7 条 

 商標庁は、登録願書を審査し、登録を求める商標を、それ以前に出願されたか登録され

た他の商標と比較する。出願日から 60 日以内に、出願が法及び施行規則に定める条件と手

続を満たしている場合はこれを受け入れ、また、かかる条件及び手続を満たしてない場合

は拒絶することによって、出願についての決定を行う。商標庁は、出願人に対し、書面で

決定について通知するか、出願が受け入れられるようにするために出願人に対し条件を満

たすか必要な補正を施すことを要請する。 

 

第 8 条 

 商標登録を却下する決定が下された場合、出願人は、当該決定について通知された日、

又は、法第 12 条に定める満了日から 60 日以内に商業省に対し、当該決定について不服を

申し立てることができる。 

 

第 9 条 
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 出願人は、書面で大臣の決定についての通知を受ける。不服申立が却下された場合、当

事者は、却下の通知を受け取った日から 30 日以内に不服審査委員会に対し、再審査請求を

提出することができる。 

 

第 10 条 

 商標が受け入れられた場合、商標庁は、次の情報を含む商標公告文を作成する。 

1. 出願人の名称、住所及び国籍 

2. 商標の複製及び説明 

3. 商標登録を求める商品及びサービス、並びに、それらの区分 

4. 商標登録を求める商品及びサービス、並びに、それらの区分 

 出願人は、登録受け入れ決定の日、又は、大臣による再審査の受け入れ決定の日から 90

日以内に公告文を受領する。出願人は、当該公告文を自己の費用負担で公報に掲載し、当

該公告文を受領した日から６ヶ月以内に、商標庁に対し、当該広告文が掲載された公報の

写しを提出する。これを行わない場合、出願は放棄されたものとみなされる。 

 

第 11 条 

 関係者は、公報に公告文が掲載された日から 90 日以内に、商標登録の承認に対する異議

を不服審査委員会に提出することができる。ただし、当該公告が、不服申立人によって当

該期間内に異議申立書の写しとともに商標庁に提出されることを条件とする。商標庁は、

当該異議申立についての不服審査委員会による 終決定の係属中は、さらなる措置をとっ

てはならない。 

 

第 12 条 

 関係当事者として、登録出願人は、不服審査委員会に対しては、商標登録承認に対し提

起された異議申立訴訟の主たる当事者とみなされ、当該異議申立の提示を受け、その主張

が聴取される。 

 

第 13 条 

 登録出願人は、商標登録を承認する 終決定の発出の日から 90 日以内に法第 41 条所定

の商標登録料を支払うことを要する。登録を承認する決定は、公報に商標公告が掲載され

た日から、登録に対する異議申立が提出されることなしに 90 日が経過した時、又は、この

点について不服審査委員会による 終裁定が下された時（これがない場合は出願は無効と

なる。）、 終的なものとなる。 

 

第 14 条 

 商業省に「商標登録簿」と称する登録簿を備え、次の情報を記載する。 
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1. 商標登録番号及び出願日 

2. 商標権者の氏名、住所、国籍及び屋号(該当する場合)。商標権者が法人の場合、その

名称、本店の住所及び国籍を記載する。 

3. 商標登録を求める商品及びサービス、並びに、それらの区分 

4. 商標の複製及び説明 

5. 保護期間の開始日及び満了日 

6. 優先日（該当する場合） 

7. 商標の処分行為の記録。例えば、商標の譲渡、移転、使用許諾、商標登録の更新又は

抹消の通知 

 

第 15 条 

 商標庁は、当該商標登録簿に商標を登録し、商標権者に、次の情報を含む登録証を交付

する。 

1. 商標登録番号及び出願日 

2. 保護期間の開始日及び満了日 

3. 優先日(該当する場合) 

4. 商標権者の氏名、住所、国籍及び屋号(該当する場合)。 

5. 商標の複製及び説明 

6. 商標登録を求める商品及びサービス、並びに、それらの区分。商標登録は、本規則第

６条に定める「出願登録簿」に記録されている出願日から有効とする。 

 

登録の更新 

 

第 16 条 

 商標登録の更新を希望する商標権者は、商標の保護期間の 後の年及び当該保護期間の

後６ヶ月の期間中に、商標庁に更新の出願を行うことができる。更新の出願には、原登録

証書及び法第 41 条に定める更新料の納付の証拠を添付する。当該期限後に提出されたか、

当該料金を納付せずに行われた出願は、無視される。 

 

第 17 条 

 方式要件において容認された更新出願は、再審査なしに承認される。商標庁は、次の情

報を含む更新公告文を作成する。 

1. 商標の説明 

2. 商標登録番号 

3. 商標権者の名称、住所及び国籍 

 商標権者は、自己の費用負担で、公報に更新公告を掲載し、登録簿及び原登録証に更新
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を記録するために、当該更新公告が掲載された公報を一部商標庁に提出する。 

 

商標権の移転及び担保設定 

 

第 18 条 

 商標は、商標権の移転行為により処分することができ、また、商標は、法律により定め

られた規則に従って質権を設定することができる。ただし、以下の条項に定める手続及び

事情に従って、かかる行為が公告され、登録簿に記録されることを条件とする。 

 

第 19 条 

 商標権の移転は、譲受人又はその代理人により、商標庁に提出された原登録証及び移転

を証明する文書を添付した次の情報を含む申請書に基づき、商標登録簿に登録される。 

1. 商標登録番号 

2. 譲渡人の氏名 

3. 譲受人の氏名、屋号（該当する場合）、国籍及び住所 

4. 商標権の譲渡日及び譲渡が実施された処分行為 

5. 出願が代理人によって行われた場合、代理人の氏名、住所 

 

第 20 条 

 商標庁は、次の情報を含む商標権移転の公告文を作成する。 

1. 商標の説明 

2. 商標登録番号及び登録日 

3. 譲渡人の氏名 

4. 譲受人の氏名、国籍及び住所 

 出願人は自己の費用負担で当該広告文を公報に掲載し、当該広告文が掲載された公報を

一部商標庁へ提出する。 

 

第 21 条 

 商標庁は、商標登録簿及び原登録証に、新しい商標犬舎の氏名及び住所、譲渡の理由及

び記録日を含め商標権譲渡を記録する。 

 

第 22 条 

 商標の質権設定は、商標権譲渡と同じ手続及び事情に従って登録簿に記録する。掲載さ

れる質権設定の広告文には、本規則第 19条に定めるものと同じ事項を記載するものとする。 

 

第 23 条 
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 商標の質権設定は、商標権者が、原登録証及び質権が消滅したたことを証明する文書を

添付して提出した申請書に基づいて商標登録簿から抹消する。 

 出願人は、商標庁が作成した広告文に従って自己の費用負担で当該抹消を公報に掲載す

る。出願人は、商標庁に当該抹消を登録簿及び原証書に記録するために当該抹消公告文が

掲載された公報を一部提出する。 

 

登録取消 

 

第 24 条 

 商標登録は、法第 25 条及び第 26 条の規定に従って取り消すことができる。 

商標庁は、商標登録簿に登録の取消を記録し、これを公報に掲載する。このための広告文

には次の情報を含むものとする。 

1. 商標の複製 

2. 商標登録番号 

3. 商標権者の氏名及び国籍 

4. 登録取消の理由 

 

第 25 条 

 法第 26 条に規定する状況とは別に、不服審査委員会は、あらゆる登録取消の申立てにつ

いて決定する管轄権を有する。 

 

使用許諾契約 

 

第 26 条 

 商標権者が、その商標が登録されている商品又はサービスの全て又は一部について当該

商標の使用許諾を自然人又は法人にする場合、使用許諾契約は書面によるものとし、契約

当事者の署名、拇印又は印は、王国内で締結された使用許諾契約については、公証人によ

り認証されるものとし、また、王国外で締結された使用許諾契約については、関連規則に

従って、サウジアラビア外務省を含む公的な認証機関によって認証を受けることを要する。 

 

第 27 条 

 商標庁は、登録簿及び原商標登録証に商標使用許諾を記録する。使用許諾契約は、商標

庁が作成する次の情報を含む広告文に従って公告される。 

1. 商標の複製 

2. 商標登録番号及び登録日 

3. 商標権者の氏名、住所及び国籍 
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4. ライセンシーの氏名、住所及び国籍 

 出願人は自己の費用負担で当該広告文を公報に掲載し、当該広告文が掲載された公報一

部を商標庁へ提出する。 

 

第 28 条 

 使用許諾登録は、商標権者又はライセンシーが、当該使用許諾が終了又は取り消された

ことについての証拠を添付して行う商標庁への申請に基づいて取り消される。商標庁は、

登録取消の申請を書面で相手方当事者に通知する。当該相手方当事者は、取消の申請につ

いて通知を受けた日から 30 日以内に不服審査委員会に対し異議を申し立てることができ、

また、当該異議申立書の写しを、これが提出されたことの証拠と併せて、商標庁に提出し、

商標庁は、それに基づいて、当該異議申立についての両当事者による合意、又は、不服審

査委員会による 終判決が決定されるまで、取消申請の手続を中断する。 

 

第 29 条 

 使用許諾の取り消しに異議がなかった場合、又は、異議申立についての 終決定が不服

審査委員会により発出されていた場合、商標庁は、必要な広告文を用意する。取り消しの

申請者はその費用負担により、公報に当該広告文を掲載し、登録簿及び原登録証に使用許

諾の取り消しを記録するために、当該取消広告が掲載された公報一部を商標庁に提出する。 

 

団体商標 

 

第 30 条 

 商標法第７章に定められている団体商標の登録は、一定の種類の商品又はサービスに従

事する複数の経済的事業体であって、当該事業体の共通の利益に資することを目的とした、

生産工程には従事していない一つの連盟、協会又は団体に統合されているものについて行

われる。 

 

第 31 条 

 団体商標登録の願書は、そのために作成された様式により商標庁に次を添付して提出す

る。 

a) 登録願書中の商標と同一の商標の複製 10 部 

b) 登録をしようとする連盟、協会又は団体の定款の真正な謄本二通（全ての改正を含む。） 

c) 商品又はサービスの管理又は検査をするために登録出願人が用いる手続、並びに、当

該商品又はサービスについて商標を用いるために必要な条件及び制限、及び、方法に

ついて文書の写しを二部 
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博覧会で使用される商標の仮保護 

 

第 32 条 

 商標権者が王国内、又は、王国に対し相互主義の待遇を与える国において開催される国

内及び国際的な博覧会において展示される商品又はサービスに使用される当該商標権者の

商標の仮保護を確保することを希望する場合、かかる博覧会の開会の１ヶ月前までに、当

該商標権者は、かかる希望を商業省商標庁に通知しなければならない。当該通知は、その

目的のための所定の様式に、商標の複製４部及び、法第 41 条に基づく所定の料金の納付証

明を添えて提出するものとする。 

 

第 33 条 

 出願は、次の情報を含め特別の登録簿に記録される。 

a) 出願日 

b) 展示者名 

c) 博覧会の名称及び博覧会の正式な開会日 

d) 商標の保護を求める商品又はサービス、及び、その区分 

 

第 34 条 

 商標庁は、当該商標について当該博覧会の開会日から６ヶ月を超えない期間の仮保護証

明書を交付する。 

 

第 35 条 

 前条において定める仮保護証明書は、商業大臣の決定により定める博覧会以外について

は、交付することはできない。 

 

一般規定 

 

第 36 条 

 商標法第 56 条において言及されている商業大臣の決定に従って任命される公務員は、法

及び施行規則の規定のあらゆる違反について連帯して記録する。これは、かかる違反が、

何らかの者により提出された申し立てにより知るところとなったものであるか、又は、市

場若しくは店舗へのかかる公務員による視察の過程で知るところとなったものであるかを

問わない。かかる違反が発生したことについての記録は、記録の起案者、及び、当該違反

が記録された時点における店舗の所有者又はそれに代わる者によって作成され署名される。 

 

第 37 条 
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 前条に言及されている公務員は、彼らに託された業務を実施することを目的として、次

を行うことができる。 

a) 法の規定の違反について店舗を検査すること。 

b) 法の規定に違反して商標が添付された商品の差押えを行い、必要な場合には、提出を

目的として標本を３つ収集し、一つの標本を検察庁に送付する。残りの標本は、刑事

訴訟の係争中は、留置する。差押えの記録を作成し、公務員及び店舗の所有者又はそ

れに代わる者が署名する。当該記録は、当該商品の差押えが行われた場所について、

業者の倉庫、業者の店舗の一部又は、これを目的として指定された倉庫等を特定する。

いかなる場合においても、当該商品が、他の公的機関によって差し押さえられたもの

ではないこと、及び、それに関する保証が店舗の所有者から得られたものであること

を確保されなければならない。ただし、店舗の所有者が当該商品が差押えられている

と表明する場合、当該所有者は、当該差押えが実施されたことを証明する文書を提出

するものとする。いかなる場合においても、差押え当局の代表の参加を得て差押え当

局との調整が実施されたことを前提に、当該商品が差押えられるものとする。 

c) 適切と思われる場合、違反者に同人に帰属する違反を通知した後に、違反者の捜査を

直ちに実施する。いかなる場合においても、違反者は、書面で抗弁を提出することが

認められ、かかる抗弁は、違反者の氏名、国籍、資格、住所、職業上の住所及び電話

番号を記載した上、記録され、差押え記録に添付される。違反者は、当該違反を報告

した公務員の身元を確認する権利を有する。 

 

第 38 条 

 違反者の捜査を行った後、全ての違反文書は、違反対象事項の標本と併せて、国内商業

担当副大臣から、法第 54 条に従って不服審査委員会において刑事訴訟を開始することにつ

いての要請を付して、検察庁に付託する。 

 

第 39 条 

 商業大臣の決定に従って任命された公務員は、司法捜査官及び記録官として行為し、法

第 49 条及び第 52 条に従って不服審査委員会の命令及び判決を執行する。かかる公務員は、

このためにおいて、警察の支援を求めることができる。 

 

第 40 条 

 商業省は、法第 45 条に従って常習犯に対する判決の公告文を起案し、違反者の本店所在

地がある県において発行されているものを含む、広く流布している新聞二紙の人目を引く

場所に、違反者の費用負担により当該公告文を掲載する。 

 

第 41 条 
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 法第 49 条の規定に従って発出された命令に従って差押えが実施された場合、差押えを受

ける当事者は、差押えの日から 10 日以内に不服審査委員会に対し提出する申立書により、

差押え者によって提供された供託金の妥当性について争うことができる。 

 

付属１． 商品及びサービスの類 １－商品 

 

第１類 - 工業、研究、科学実験、写真、農業、園芸及び林業において使用する化学品、

未加工の人工樹脂、未加工のプラスチック、肥料（天然又は人工）、消火剤、焼き戻し剤及

びはんだ付け剤、食品保存剤、なめし剤、工業用接着剤 

 

第２類 - ペイント、ワニス、ラッカー、防錆剤及び木材の腐食剤、着色剤、媒染剤、天

然樹脂、塗装工、装飾者、画家及び芸術家用の箔状又は粉末状の金属 

 

第３類 - 漂白剤及びその他の洗濯及びアイロンがけ用剤、清浄用、つや出し用、擦り磨

き用及び研磨用剤、石鹸、香料、精油、化粧品、ヘアローション、歯みがき 

 

第４類 - 工業用油及び油脂、潤滑油、塵埃吸着剤、湿潤及び結合剤、燃料(内燃機関用

燃料を含む。) 及び発火体、ろうそく、灯心 

 

第５類 - 薬剤、獣医用製剤、医療目的の衛生用剤、医療用食品、幼児用食品、膏剤、包

帯用品、歯科充填用材料、歯科用ワックス、消毒剤、有害動物駆除剤、殺菌剤、除草剤、

遺尿症患者用おむつ、生理用品 

 

第６類 - 一般金属及びその合金、金属建築用材料、金属製可能建物、鉄道線路用金属素

材、一般金属性の非電気用のケーブル及びワイヤ、金物、小型の金物、金属管及びチュー

ブ、禁固、他類に含まれていない一般金属製品、鉱石、釘、鍛冶屋により製造又は修繕さ

れた品 

 

第７類 - 機械及び工作機械、原動機及びエンジン(乗物用を除く。)、機械用の継手及び

伝導装置(乗物用を除く。) 、手動式のものを除く農業器具、ふ卵器、洗濯用機器及び装置、

発電機、家庭用の電動のミキサー、ミンサー、ジューサー及び粉砕器、掃除機、ミシン 

 

第８類 - 手工具及び器具（手動）、カトラリー（フォーク、スプーン、ナイフ）、携帯用

武器、携帯武器、シェービングバイト、カミソリ、非電動缶切り 

 

第９類 - 科学、公開、測量、電気、写真、映画、高額、計量、計測、信号、検査（監視）、



332 
 

旧名及び教育用の機器及び装置、電力に係る接続、スイッチ、送電、蓄電、制御及び統制

を行う機器及び装置、音響及び画像の記録、送信又は複製用装置、磁気データ記憶媒体、

記憶ディスク、自動販売機、コイン作動装置の機構、キャッシュレジスタ、計算機、デー

タ処理装置及びコンピュータ、消化装置、眼鏡、テレビ 

 

第 10 類 - 外科用、内科用、歯科用、獣医科用装置及び機器、義肢、義眼、義歯、整形

外科用品目、縫合材料 

 

第 11 類 - 照明用、加熱用、蒸気発生用、調理用、冷却用、乾燥用、換気用、給水用及

び衛生用装置 

 

第 12 類 - 乗物、陸上、航空又は水上の移動用機器 

 

第 13 類 - 火器、銃砲弾及び発射体、爆発物、花火 

 

第 14 類 - 貴金属及びその合金並びに貴金属製品及び貴金属被覆品で他の類に含まれな

いもの、宝石、貴石、時計及び精密測時用具 

 

第 15 類 - 楽器 

 

第 16 類 - 紙、厚紙及び、紙・厚紙製品（他類のものを除く。）、印刷物、製本用材料、

写真、文房具、文具用又は家庭用の接着剤、美術家用材料、絵筆、タイプライター及び事

務用品（家具を除く。）、教育用素材（装置を除く。）、梱包用プラスチック材料（他類に含

まれないもの）、トランプ、印刷用活字、印画ブロック、紙又はセルロース製幼児用おむつ、

ゴミ袋 

 

第 17 類 - ゴム、グタペルカ、アスベスト、雲母、及び、これらの素材からなる物品（他

類に含まれないもの）、製造において使用される押し出し型のプラスチック、パッキン、充

填用及び絶縁用素材、たわみ管（非金属製） 

 

第 18 類 - 皮革及び皮革模倣品並びにそれらの製品で他類に属さないもの、獣皮、比較、

トランク及び旅行鞄、傘、パラソル及び歩行用杖、むち、馬具 

 

第 19 類 - 築材料（非金属）、建築用非金属硬質管、アスファルト、ピッチ及び瀝青、非

金属可能式建物、石碑、瀝青及びセメント製のパイプ 
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第 20 類 - 家具、鏡、絵画用額縁、木材、コルク、アシ、籐、柳、角、骨、象牙、鯨の

ひげ、貝殻、琥珀、真珠母、海泡石、及びこれらの代用品、又は、プラスティックからな

る製品(他類に属さないないもの) 

 

第 21 類 - 家庭用及び台所用の器具及び容器（貴金属又はそれで被覆されたものではな

いもの）、くし及びスポンジ、ブラシ（絵筆以外のもの）、ブラシ製造用具、洗浄用器具、

スチールウール、未加工又は半加工のガラス（建物で使用されるガラスを除く）、他類に属

さないガラス製品、陶器及び磁器製品 

 

第 22 類 - ロープ、ひも、網、テント、日よけ、防水布、帆、袋及び鞄（他類に含まれ

ていないもの）、詰物用材料（ゴム又はプラスチックを除く）、織物用原料繊維 

 

第 23 類 - 織物用の糸及び撚糸 

 

第 24 類 - 他類に含まれていない織物及び織物製品、ベッド及びテーブルカバー 

 

第 25 類 - 衣類、履物、帽子 

 

第 26 類 - レース及びししゅう品、リボン及び組みひも、ボタン、かぎホック、ピン及

び針、造花 

 

第 27 類 - じゅうたん、ラグ、マット及びござ、リノリューム及びその他の床用敷物、

壁かけ(織物以外のもの) 

 

第 28 類 - ゲーム用品及び玩具、体操及び運動用品（他類に含まれていないもの） 

 

第 29 類 - 食肉、魚、家禽肉及び猟鳥獣の肉、肉エキス、乾燥処理及び調理した果実及

び野菜、ゼリー、ジャム、果実ソース、卵、ミルク及び乳製品、食用油及び脂肪、保存食

品、つけ物類 

 

第 30 類 - コーヒー、茶、ココア、砂糖、米、タピオカ、サゴ、人造コーヒー、小麦粉

及び穀物調製品、パン、ペストリー及び菓子、氷菓、蜂蜜、糖蜜、酵母、ベーキングパウ

ダー、塩、からし、酢、ソース（調味料）、香辛料、マカロニ、氷 

 

第 31 類  -  農業、園芸、林業の生産物及び他類に属さない穀物類、生きている動物、生

鮮の果実及び野菜、種子、生きている植物及び花、飼料、小麦 
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第 32 類 - ミネラルウォーター及び炭酸水、並びに、非アルコール飲料、果実飲料及び

果実ジュース、シロップ、その他飲料用調製品、ビール（モルト飲料） 

 

第 33 類 - 削除 

 

第 34 類 - 原葉、喫煙用具、マッチ 

 

第 35 類 - 広告、事業経営、事業管理、事務 

 

第 36 類 - 保険、財務、金融、不動産 

 

第 37 類 - 建物、道路、橋及びダム建設、塗装及び配管サービス、修理及び保守サービ

ス、設置サービス、道具又は建築資材の賃貸 

 

第 38 類 - 電気通信、ラジオ又はテレビ番組の放送 

 

第 39 類 - 運輸、製品の梱包及び保管、旅行手配 

 

第 40 類 - 材料の処理、衣類の裁断及び縫製 

 

第 41 類 - 教育、訓練の実施、娯楽、スポーツ及び文化活動 

 

第 42 類 - 科学及び技術サービス並びにそれらに関する研究及び設計、産業分析及び研

究サービス、コンピュータのハードウェア及びソフトウェアの設計及び開発、法務サービ

ス 

 

第 43 類 - 飲食料提供サービス、宿泊 

 

第 44 類 - 医療サービス、獣医サービス、衛生及び美容、農業、園芸及び林業サービス、

理髪サービス 

 

第 45 類 - 人の需要を満たすための他の者が提供する人的及び社会的サービス、人及び

財産の保護のためのセキュリティーサービス 
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