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 事実としての模倣は、証拠によって証明される。
 B 社は、損害について総額 20,000.00MAD の罰金を支払わなければならない。
 B 社は、上記ブランドを付した模倣品を輸入し、または使用しないよう命じられ、
この裁判所の判決の日以後は各侵害につき 3,000.00MAD の罰金を課される可能性
がある。
 執行吏の差押目録により差し押さえられたすべての模倣品を、B 社が廃棄費用を負
担して廃棄する。
 A 社が選択する現地の二つの刊行物に、B 社の費用負担で裁判所の判決を公表する。
この訴訟の手続きの期間は 20 ヵ月（15 回の審問）であり、A 社が負担した費用は総額
17,600.00 米ドルであった。
商標の所有者は、模倣が製品またはサービスの品質および評判に損害を与える災難であ
ることを知るべきである。これらの所有者にとって、次のような手段によって侵害のリ
スクを減らすことが重要である。
 商標を税関に登録する。
 OMPIC の公報を通じての商標の監視に責任を持ち、さらに模倣品を特
定するために現地市場を監視し続ける現地の知的財産代理人を通して、
商標および製品を監視する。

4. 特許
4.1. 法規則
a)

規定法

モロッコの特許は、2000 年法律第 17-97 号（2006 年の法律第 31-05 号により改正および
補足）で規定する。国内法に加え、モロッコは、いくつかの特許に関する国際的な条約、
議定書および協定の加盟国になっている。
b)

国際条約、議定書および協定

条約
特許協力条約（PCT）
特許法条約（PLT）
国際特許分類に関するストラスブール協定
知的所有権の貿易関連の側面に関する協定 （TRIPS）
工業所有権の保護に関するパリ条約
特許手続上の微生物の寄託の国際的承認に関するブダペ
スト条約

締結日
1999 年 10 月 8 日
2000 年 6 月 1 日
1971 年 3 月 24 日
1994 年 4 月 15 日
1917 年 7 月 30 日
2011 年 7 月 20 日
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4.2. 手続きの概要
特許出願は、次のいずれかで行うことができる。
 PCT 出願（特許協力条約）
 原出願（パリ条約）
 国内出願
 追加出願
モロッコにおける特許出願の手続きは、国内特許および PCT 特許と同じである。ただ
し、出願の提出期限は異なり、これは非常に重要であるとみなされる。各種出願の提出
期限は、以下のとおりである。




PCT 出願
原出願
国内出願
a)

国際出願日から 30～31 ヵ月
優先日から 12 ヵ月
いつでも可
出願手続き

モロッコで提出するすべての特許出願は、OMPICに提出しなければならない。モロッ
コの現地の規則に基づく実在する有効な工業および商業団体または法人を有しない出願
人は、モロッコにおいて出願人に代わって特許を出願および管理する、在住の知的財産
弁理士、弁護士または専門家を指定しなければならない。モロッコ在住の市民および外
国人については、出願は、自らの手で直接OMPICに提出することができる。
特許出願は、次の書類で裏付ける必要がある。
12345-

6789-

発明の明細書
請求項一覧
発明の技術的内容の要約
発明の理解に必要な図面
様式 B1：記入すべき主要な情報（出願人名、住所、法的地位）、特許の
性質、国際出願日（該当する場合）、優先日（該当する場合）、発明者名
および住所
正式に署名捺印された委任状。署名者の氏名および資格を記載する必要が
ある。
出願人が発明者ではない場合には、モロッコの領事館にて認証された発明
者からの譲渡証書
原特許の場合：原特許出願の場合には優先権書類の認証謄本
PCT 特許の場合：
 公開された国際出願の写し

26


b)

国際調査報告の写し
特許性に関する国際予備報告の写し

特許出願の審査

モロッコにおける特許は、方式審査のみを受ける。方式審査が完了すると、その後特許
が付与される。ただし、特許出願が法律第17-97号の第31条3項で言及する条件を満たし
ていない場合には、登録官はこれを拒絶する可能性がある。同条項は、特許の出願は、
登録願書または要件に従って要求された書類を出願日から3ヵ月以内に提出しなかった
場合、および料金の不払いという二つの主な理由で拒絶されると規定する。
c)

特許の付与の決定

認められた特許は、（法律第17-97号）第44条の1項の規定に従って出願日または優先日
から18ヵ月後に公開される。OMPICはその後、同法の第48条に従って特許証を発行す
る。
モロッコにおいて、特許は、技術的または経済的価値にかかわらず付与される。特許制
度は先願主義であり、付与は、方式審査および法律の規定の遵守を条件とする。
d)

特許証

特許証が発行されると、出願人またはその代理人に引き渡される。特許証の詳細な番号
および日付は、その後特許国内登録簿に記載される。その後特許は国内目録で公開され
る。特許が付与されると、第三者は特許明細書、請求項および図面または追加証明書の
写しを入手することができる。
e)

権利の有効性および維持

出願人は、特許の保護期間中、権利の維持のために年金を支払う必要がある。特許は、
出願日から 20 年間、または PCT 出願の場合には国際出願日から 20 年間有効である。
特許年金は、毎年応答日に支払期限が到来する（2012 年 6 月 21 日決定第 06/2012 号）。
期限内に支払われない場合、モロッコの法律は、支払遅延に対する罰金を条件に、6 ヵ
月の猶予期間を付与する。さらに、猶予期間後に料金が支払われなかった場合に、出願
人は、特許に対する権利の回復を請求することができる。この場合、請求は、不払いの
不可抗力事由を記載する登録官に提出される。
4.3. PCT 特許と原特許の違い
PCT および原特許は、出願されるとモロッコにおいて同一の保護を享受する。この二
つの違いは、上述した提出期限である。
4.4. 展示会の会期中における一時的保護
第 187 条の規定は、パリ条約加盟国での展示会の会期中に特許の一時的保護を付与する。
保護期間は、展示会初日から 6 ヵ月間である。
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4.5. 権利行使
(a) 特許侵害：定義
法律第 17-97 号で規定するように、特許侵害に対して訴訟を起こす意図のある人は、有
効な特許を付与されていなければならない。言い換えれば、その特許が、支払期間内ま
たは付与された猶予期間（すなわち支払期限から 6 ヵ月）内の年金不払いに対する特許
の失効に関する第 82 条および第 83 条に該当していてはならない。特許の特許国内登録
はまた、出願人または侵害における原告が権利保持者であるか、特許の使用を許可され
た人であるかを問わず、出願人または原告の資格を定める。
付与された特許または追加特許の保持者は、立証責任を負い、あらゆる手段で侵害を証
明しなければならない。裁判長は、侵害、その出所および侵害の程度についての必要な
調査を行うために、執行吏または裁判所事務官および最先端分野における適格な専門家
を任命することができる（第 211 条）。
裁判所は、侵害品、さらには侵害品の生産に使用される材料の差押えを命じる場合があ
る。差押品の価格は、勝訴した者への損害賠償額を決定する上で考慮される。
出願中の特許の場合、侵害訴訟は、特許の付与まで停止される。
第 213 条、第 214 条、第 215 条、第 216 条および第 217 条は、特許侵害に関する制裁規
定を定める。制裁措置は、懲役刑、罰金、および模倣品の廃棄である。制裁措置は、侵
害の程度および種類によって異なる。
模倣行為には、直接侵害と間接侵害という二つの区分がある。直接侵害行為は、生産、
販売、所持など、侵害者に関する行為である。間接行為は、もともとの侵害者以外の人
によって行われる行為であり、これらの行為には、侵害品の使用や販売のための申し出
がある。
法律は、直接損害者のみならず、模倣品の隠匿、模倣品の販売のための申し出、侵害品
の販売、輸出または輸入に故意に関与した他者にも制裁措置を課す。さらに、法律の規
定により、侵害を行った従業員、ならびに特許で記載された工程および手順を知った後
で侵害者に協力した従業員は罰せられる。
各段階の訴訟手続きの期間は、事件の複雑さにもよるが、およそ18ヵ月である。各段階
の費用は、12,000.00米ドルから16,000米ドルである。
(b) 救済手段

特許所有者は、自己の特許権が侵害されるリスクを減らすために、次のような手段を講
じるべきである。
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 登録される予定の類似の特許を特定するために、監視通知システムを通じた特
許の追跡調査を代理人に委託する。
 市場で定期的に類似製品について監視を行うために、特許明細書から得られる
可能性のある（可能な場合）発明および製品を、現地の代理人に説明する。
 侵害が特定され、訴訟が開始した場合には、他の侵害の企てをとどまらせるた
めに、高額の損害賠償を請求して、現地メディアでそのことについて伝達する。
(c) 管轄当局および司法制度

侵害訴訟は、発明の権利および発明が対象となる特許についての紛争の一部であること
から、主な侵害訴訟は民事訴訟であるが、同時に刑事訴訟の余地も残している。
法律第 17-97 号の第 15 条は、同法に定める行政上の決定を例外として、同法の適用か
ら生じた紛争には商事裁判所が専属管轄権を有すると規定する。
4.6. 無効
法律第17-97号の第85条は、裁判所が特許の無効の判決を下すことになる条件を列挙す
る。追加証明書については、上記の無効の条件は第17.6条に列挙する。上記条項の規定
に従い、第三者は、条件が満たされたとき（いくつか例をあげると、特許の主題に特許
性がないとき、特許明細書が当業者に特許の実施を可能にする詳細を欠くときなど）、
無効を請求することができる。検察官は、特許の無効を請求する事件の当事者として訴
訟に参加し、特許全体を無効にするために召喚状を提出することができる。同法第88条
により、追加証明書の有効性は、原特許が無効になったことによって影響を受けない。
4.7. 医薬品
1916年の旧知的財産法の下では、医薬品は、上記法律の規定により特許取得の対象とな
らなかった。しかし、世界貿易機関（WTO）への加盟後、モロッコは、知的所有権の
貿易関連の側面に関する協定（TRIPS）を遵守しなければならなくなった。1996年6
月、モロッコは、医薬特許の保護のためのシステムを必要とするTRIPS協定の第70.8条
を批准した。それゆえ、2000年の新たな法律第17-97号は、医薬特許の保護を可能にし
ている。
施行されている法規則に従って販売認可の対象となる医薬品の特許有効期間は、国内／
国際出願日から20年間である。保護期間は、特許所有者またはその代理人の請求によ
り、必要な料金の納付後に延長することができる。延長期間は、モロッコの市場におけ
る販売認可の付与の想定日から、実際の付与日までの日数に等しい。延長の請求は、製
品（医薬品）が販売認可を付与された日から3ヵ月以内に、出願人またはその代理人が
提出することができる（第17.2条）。
(1)

侵害

医薬品の模倣は、モロッコでは今のところ重大な問題ではない。モロッコでは、現地市
場における模倣医薬品の浸透がないことを保証する巡回により、国際基準に従って現地
消費の 70%というかなりの現地生産がある。モロッコは、ヨーロッパの法律に大きな
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刺激を受けた厳格な医薬法を有している。モロッコは、国際的に模倣医薬品に対処する
唯一の法的手段である、公衆衛生への脅威を伴う医薬品の模倣および同様の犯罪に関す
る欧州評議会条約（MEDICRIME 条約）10 の加盟国である。

(2)

リンケージ

新たな特許法の施行、モロッコの WTO への加盟、および TRIPS 協定の第 70.08 条の批
准に至るまで、ジェネリック医薬品の市販は、既存の原特許を理由とする規制の対象で
はなかった。モロッコにおける医薬品および薬局の活動を規定するために、法律第 1704 号を公布する 2006 年 11 月 22 日の Sherifien 勅命第 1-06-151 号が制定された。新たな
医薬品法は、モロッコ市場にジェネリック医薬品が置かれ、販売されることに対処し、
これを規定している。この法律は、販売認可を出すために、ジェネリック医薬品の生物
学的等価性を求めた。さらに、この新たな法律は、諸外国と締結した二国間貿易協定を
考慮に入れて、市場の要求を取り入れるために、ジェネリック医薬品に関する新たな規
定を公表した。これらの二国間協定は、知的財産権保護の厳格な要件を伴うものであり、
モロッコは、その要件を満たすように既存の法律を改正し制定した。法律第 17-04 号の
第 16 条は、ジェネリック医薬品の販売を希望する組織は、販売認可を求める申請の準
備を行うために、対照薬剤に関する特許の失効前にこの対照薬剤のすべての実験および
試験を実施することができると規定する。同条は、ジェネリック医薬品の販売は、ジェ
ネリック医薬品の特許がパブリック・ドメインとなったときにのみ、認可され、有効と
なると明確に規定している。
1. 事例研究
A 社は、1992 年に出願された国際特許の所有者であり、モロッコにおける国内段階へ
の移行は 1995 年に申請された。発明は、発熱体を備えた電熱装置からなる。A 社は、
モロッコに販売店を有し、この販売店を通じて発明に直接関連する製品を販売している。
B 社は、A 社が製造した製品の販売店である。
A 社は、輸入が前年比 40%減少し、B 社の売上高が減少したことに気付いた。
A 社は、この減少の原因を明らかにするために、モロッコ市場の非公式調査を開始した。
調査によって、B 社が別のブランドを付した同じ製品を安く販売していることが明らか
になった。実際、B 社は、A 社の特許から得られた同じ製品の製造を開始していた。
A 社は、特許侵害、および不正競争につながる不誠実についての訴訟を開始した。
両製品（A 社のオリジナルと、相手方が製造した製品）の見本について、裁判所によっ
て目録の作成による差押えが要求された。同様に裁判所によって要求された鑑定により、
10

MEDICRIME は、公衆衛生への脅威を伴う医薬品の模倣および同様の犯罪を阻止することを意図する刑
法の枠組みの条約である。
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この製品が、法律第 17-97 号に基づいて保護されている特許と同一であり、これから得
られたものであることが明らかになった。
各当事者が主張および証拠を提示した数回の審理の後、裁判所は、以下に基づいて判決
を下した。





両当事者の主張
執行吏の目録の作成による差押え
裁判所に提示された見本
鑑定報告書

裁判所の判決は、次のとおりである。







A 社の所有する特許の侵害が存在する。
B 社が A 社の販売店であったことから、B 社の不誠実が存在し、これは証拠によ
って証明される。
B 社は、総額 250,000.00MAD の損害賠償金を A 社に支払わなければならない。
B 社は、A 社の特許出願に関係する製品を製造し、または使用しないよう命じら
れ、この裁判所の判決の日以後は 5,000.00MAD の罰金を科されるおそれがある。
B 社が保持しているすべての模倣品を廃棄する。
B 社の費用負担により、A 社の選択する二つの刊行物に裁判所の判決を公表する。

この訴訟の期間は 11 ヵ月（8 回の審理）であり、A 社が負担した費用は総額 19,150.00
米ドルであった。
発明の侵害を減少させるために、とりわけ製品がモロッコで商品化されている場合には、
現地の知的財産代理人または十分な自覚ある販売店の役割が非常に重要である。発明の
商業的な悪影響を生じさせる、発明またはそれに関係する製品の品質に損害を与えかね
ないリスクを特定するためには、現地のビジネスの監視は、特許の所有者にとって根本
的なものである。

5. 意匠
5.1. 法規則
c)

規定法

工業意匠は、保護領時代にモロッコで採用された最初の知的財産法の制定から、モロッ
コの知的財産法に存在した。今まで記載した知的財産権のすべての局面と同様に、工業
意匠は、現在、2000 年の法律第 17-97 号（2006 年の法律第 31-05 号により改正および補
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:

Date de dépôt :
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Pays de résidence :

Nationalité :

Téléphone :

Télécopie :
1

E-mail :

En cas de plusieurs déposants (cas d’une demande en copropriété), utilisez l’imprimé suite « BS » et cochez la case
2

5. INVENTEUR(S) :
Nom & Prénom :
Pays :

Téléphone :
2

6. MANDATAIRE (le cas échéant) :

E-mail :

En cas de plusieurs inventeurs, utilisez l’imprimé suite « BS » et cochez la case

Personne physique

Personne morale

Nom & prénom ou Dénomination sociale :
CIN ou RC :

Tribunal :

Forme juridique :

Adresse ou siège social :
Téléphone :

Télécopie :

Représentée par (cas d’une personne morale) :

E-mail :
CIN :

7. INTITULE DE L’INVENTION :

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

Version
01/10/2012

B1
Page2/2
3

8. REVENDICATION DE PRIORITE(S) (le cas échéant):
N° de dépôt

Date

Pays

4

Acte

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3
3

En cas d’insuffisance de place, utilisez l’imprimé suite « BS » et cochez la case
4
Acte affectant la jouissance du droit de priorité, le cas échéant

9. REFERENCES DU CERTIFICAT DE GARANTIE (le cas échéant) :
N° :

Date :

Lieu de délivrance :

Exposition(s) :

10. MONTANT DES DROITS EXIGIBLES :
*

Tarif normal
(TTC)

Tarif réduit
(TTC)

2100

840

Complément pour publication de revendication additionnelle dépassant
10 revendications

480 par
revendication

192 par
revendication

Annuités payables à la date d’entrée en phase nationale PCT

600 par annuité

240 par annuité

6000

2400

Droit de dépôt et de publication de brevet

Rapport de recherche et opinion sur la brevetabilité (facultatif) :
Oui
Non
TOTAL TTC (en dhs)

*

Tarif applicable aux personnes physiques, universités ; établissements d’enseignement et aux PME (conformément aux

critères de la charte des PME), qu’elles soient nationales ou étrangères (pays bénéficiaires de la réduction au titre du PCT)
PIECES JOINTES :
1- Description de l’invention (en double exemplaires), nombre de pages ……..
2- Revendication(s) (en double exemplaires), nombre de pages………
3- Abrégé du contenu technique de l’invention (en double exemplaires)
4- Planche de dessins (en double exemplaires), nombre de planches …….
5- Pouvoir du mandataire
6- Copie officielle du dépôt antérieur, le cas échéant
7- L’autorisation de revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure, le cas échéant
8- Justificatif de l’acquittement des droits exigibles
9- Document justificatif de la réduction des droits exigibles
10- Certificat(s) de garantie
SIGNATURE DU DEPOSANT
OU DE SON MANDATAIRE :

Demande présentée le 5:

(nom et qualité du signataire)
5

doit être renseignée au moment du dépôt

