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はじめに

イランは、核開発問題等に対する国際連合安全保障理事会決議（2006 年）をはじめ、米国や EU
からも経済制裁を受けていたが、2015 年 7 月 15 日に米英仏中露独との間で核開発問題について
最終合意に達し、「包括的共同行動計画（JCPOA）」が発表された。その後、イラン側の合意の着
実な履行が確認されたことから、2016 年 1 月 16 日に JCPOA の「履行の日（Implementation Day）」
に至り、これによりイラン核開発問題に関する経済制裁が解除された。
経済制裁の解除に伴い、イランとのビジネス及び投資が活発化することになると考えられる。
我が国企業にとりイランは石油の重要な輸入先であるのみならず、経済市場としても大きなポテ
ンシャルを有しており、高い関心が持たれている。
一方、イランでビジネスを行う際の法環境は必ずしも整備されているとはいえず、また、ビジ
ネスに関する適切な情報が提供されているとはいい難い。例えば、インフラ促進のための PPP
（public private partnership）やファイナンス分野において、現状では BOT（build operate
transfer）の法制度は整備されておらず、また外国投資を保証する政府保証等の制度も未整備で
ある。さらに、会社設立における外資比率や外国銀行のイラン国内でのオンショアバンキングは
どこまで可能なのか不明であること、また EPC 事業費の支払遅延や雇用制度等、ビジネスを行う
にあたり不明な諸事項は少なくない。
そこで我が国企業のイランにおける貿易・投資活動に資することを目的に、イランのビジネス
環境に関する法制度を調査した。本報告書が日本企業のイランにおけるビジネス検討の一助とな
れば幸いである。

平成 28 年 2 月 1 日
一般財団法人比較法研究センター
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【イランの地図】

（Reference：http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/iran.pdf）
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I

イラン法と報告書のマッピング

表：イランビジネス法と報告書のマッピング（項目右の数字は報告書目次を指す）
項目

輸出販売

現地支店・駐在事務所設立

投資・現地法人設立

二国間及び多国間政治経済関係（経済制裁の状況） III. 1.1.3
ビジネス全般に関する法体系（大陸法、憲法、民法、シャリーア他） II. 4
共通

事前確認、
進出準備

税制（法人税、所得税、源泉徴収税、付加価値税（VAT）等） III. 3, 5, 6, 10.2
知的財産保護制度、登録制度（特許工業意匠商標法、著作権法、地理的表示法、種苗登録管理証明法等） III. 7
関税制度（輸出入税、通関手続） III. 14
二国間条約の有無（投資協定、租税条約等） II. 1, 2, 3
貿易禁止国 III. 14.4
輸出入規制、禁止項目 III. 14.3

外国送金規制等の確認（FIPPA他） III. 1.2

外国送金規制等の確認（FIPPA他） III. 1.2

現地法人設立形態の確認（商法他） III. 9

技術規格（ISIRI）

競争法上の規定 III. 15

コマーシャル・カード III. 14.2
輸出入禁止及び規制品目 III. 14.3
フリーゾーンへの自動車輸入規制
現地支店・駐在事務所設立許可取得手続
輸出入手続、船積前検査手続、L/C発行／コル
（外国企業の支店及び事務所の登録許可法及
レス口座 III. 11, 14,
び施行令） III. 12

投資規制、投資ライセンス資格、輸出義務、外
国送金規制等の確認（FIPPA他) III. 1, 2
投資・現地法人形態の種別の確認 III. 2, 9.1,
9.2, 12.2
設置場所（FZ,SEZ,工業団地などの優遇措置）
の確認（経済特別区の設立と運営に関する法
律及び施行令） III. 3.3, 3.4, 4
土地所有の確認 III. 1.5
投資優遇措置 III. 5, 6, 13
文化遺産近郊の工場設置規制
投資及び現地法人設立認可所得手続 III. 1, 9,
12

外国人包括ナンバー申請及び取得 III. 12.4

事業立上げ、
展開

事業撤退

会社登記（外国企業の支店及び事務所の登録許可法及び施行令） III. 12.3
外国人ビザ所得 III. 4.1.7, 10.1.2.1
口座開設、国内・外国送金（外国企業の支店及び事務所の登録許可法及び施行令） III. 11.4,
経理・会計・為替管理 III. 10.2
金融制度、資金調達、担保法 III. 1.6.5, 9.6, 9.10.1, 11
現地人雇用義務、労務管理、社会保険 III. 10.1
技術移転 III. 8
紛争処理・解決・裁判制度
知財エンフォースメント III. 7.9.2
情報へのアクセス、ネットワーク規制
障害除去法（優遇措置） III. 5
輸出義務 III. 14.3.3
環境保護、社会環境アセスメント、土地収用
競争法、顧客保護法 III. 15
製造物責任、リコール、品質管理
銀行法、証券市場法、登録企業の情報開示規
則
閉鎖・売却・解散・清算
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破産・解散・清算 III. 9.3.5, 9.11
司法手続

表：省庁等リスト

※五十音順

日本語

英語

あ行
移住者労働局

Expatriates Labor Department
Iran Small Industries and Industrial Parks
Organization
Organization for Investment Economic and
Technical Assistance of Iran
Trade Promotion Organization of Iran

イラン中小企業・工業団地庁
イラン投資・経済・技術援助機構（OIETAI）
イラン貿易推進機構
か行

General Directorate for Registration of
Companies and Industrial Property
Foreign Investment Board
Foreign Investment Office
Ministry of Foreign Affairs
Ministry of Economy and Finance
Organization for Protection of the Environment
Management and Planning Organization
Competition Council
Ministry of Coorporatives, Labor and Social
Affairs
Secretariat of the High Council of Special
Economic Zones
Ministry of Health and Medical Education
High Mine Council
Iranian National Tax Administration
State Management and Planning Organization
High Council for the Co-ordination of National
Transportation
the State Organization for Registration of Deeds
and Properties

会社・産業財産登記庁
外国投資委員会
外国投資局
外務省
経済財務省
環境保護庁
管理計画局
競争委員会
協同組合・労働・社会福祉省
経済特別区高等委員会事務局
厚生省
高等鉱業評議会
国税庁
国家運営計画局
国家運輸調整最高会議
国家登録局
さ行
産業鉱業商業省
司法省
産業鉱業商業会議所
石油省
た行
知的財産センター
諜報省
道路都市開発省
な行
農業省
は行

Ministry of Industry, Mining and Commerce
Judiciary of the Islamic Republic of Iran
Chamber of Commerce, Industries and Mines
Ministry of Petroleum
Intellectual Property Center
Intelligence Ministry
Ministry of Road and Urban Development
Ministry of Agriculture Jihad
Organization of Registration of Deeds and
Estates
High Council of Iran’s Free Trade, Industrial
and Special Economic Zones
Ministry of Culture and Islamic Guidance

不動産登記局
フリーゾーン・経済特別区高等評議会
文化イスラム指導省
ら行
労働高等評議会

Labor High Council
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表：法令リスト
日本語

※五十音順
英語

か行
外貨規則
会計検査法

Foreign Currency Regulations
State Public Audits Act
Law
on
Registration
of
Branches
and
Representative Offices of Foreign Companies in
Iran
Executive By-laws on Registration of Branches
and Representative Offices of Foreign Companies
In Iran
The Implementing bye-law for the Establishment
and Operations of Foreign Bank’s branches in
Iran
Law for the Ownership of Immovable Property by
Foreign Nationals
Foreign Investment Promotion and Protection
Act：FIPPA
Implementing Regulations of The Law for The
Promotion and Protection of Foreign Investments
Regulations related to the participation of
foreigners in investment in banks
Custom Affairs Law
The Law for Removing Obstacles to Competitive
Production
and Promoting the Country ’ s
Financial System
Regulations related to the participation of
foreigners in investment in banks
Law on the Establishment and Management of
Special Economic Zones
Executive By-law for Establishment and
Management of Special Economic Zones
The constitution of the Islamic Republic of Iran
Law on Implementation of General Policies of
Principle (44)
The Act on Construction of Transport
Infrastructure Projects through Partnership of
the Banks and other Financial Institutions of the
Country

外国企業の支店及び事務所の登録許可法

外国企業の支店及び事務所の登録許可法施行法
外国銀行のイランでの支店の設立と営業に関する
政令
外国人の不動産所有に関する法律
外国投資促進保護法（FIPPA）
外国投資促進保護法施行令（FIPPA 施行令）
外資が銀行業に参入する場合についての規定
関税法
競争力のある生産をするための障害を除去し金融
システムを促進する法律（障害除去法）
銀行業務に関する外国人による投資における外国
人の出資比率に関する規定
経済特別区の設立と運営に関する法律（SEZ 法）
経済特別区の設立と運営に関する法律施行令（SEZ
法施行令）
憲法
憲法第 44 条の一般政策と原則を実施する法律（民
営化法）
国内銀行とのパートナーシップによる交通インフ
ラ建設に関する法律
さ行
社会保障法

Social Security Law
Act of Plant Varieties Registration, Control and
Certification of Seeds and Seedlings
Commercial Code

種苗登録管理証明法
商法
商法の一部を改正する法律による株式会社法（株式
会社法）
書籍・定期刊行物・音楽作品の翻訳と複製にかかる
法律
石油法

Joint Stock Companies Act（通称）1
Translation and Reproduction
Periodical and Phonograms Act
Petroleum Act

1

of

Books,

正式名称は同法第 300 条によれば“the Act Amending Certain Parts of the Commercial Code”と呼ぶようで
あるが、その表示は法文英訳にはない。
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日本語

英語

た行
直接税法

Direct Taxes Act
Act for Protection of Authors, Composers and
Artists Rights
Act on Protection of Geographical Indications
Electronic Commerce Law
Patents, Industrial Designs and Trademarks
Registration Act
Executive regulation of Patent, Industrial
Designs and Trademarks Registration Law

著者・作曲家・芸術家の権利を保護する法律
地理的表示保護法
電子商取引法
特許工業意匠商標登録法
特許工業意匠商標登録法施行規則
は行

Regulations on Employment of Workforce,
Insurance and Social Security in Free
Trade-Industrial Zones
Executive By-law on the issuance of Visa to
Foreign Nationals in the Free Trade-Industrial
Zones
Regulations on Monetary and Banking Operations
in Free Trade-Industrial Zones
Regulations on the Use of Land and Other Natural
Resources in Free Trade-Industrial Zones
Regulations on Exports, Imports and Customs in
the Free Trade-Industrial Zones
Law
on
the
Administration
of
Free
Trade-Industrial Zones
Insurance Law

フリーゾーンにおける雇用と社会保険に関する規
則
フリーゾーンにおける外国人に対するビザの発給
に関する規則
フリーゾーンにおける銀行設置規則
フリーゾーンにおける土地と天然資源の使用に関
する法令
フリーゾーンにおける輸出入と関税に関する規則
フリーゾーンの管理に関する法律（フリーゾーン
法）
保険法
ま行
民法
や行
輸出入規制法

Civil Code
Export - Import Regulations Act
The Executive Ordinance of Law on Export-Import
Regulations

輸出入規制法実施規則
ら行

Law for Usury free (Interest-free) Banking
Operations
Labour Code

利息を使わない銀行営業法
労働法
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II

イランと諸外国との協定・条約の現状

１．イランの投資協定の状況
表は、イランが締結している二国間貿易協定2である。これまで締結した 64 ヶ国の内、10 ヶ国
が未発効で 2 ヶ国が無効になっているので、現在発効しているのは 52 ヶ国となる。なお、日本と
は、2015 年 10 月 12 日に投資協定についての実質合意を行っている。
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

2

表：イランの投資協定一覧
発効状況
Afghanistan
In force
Albania
Signed （not in force）
Algeria
In force
Armenia
In force
Austria
Terminated
Austria
In force
Azerbaijan
In force
Bahrain
In force
Bangladesh
In force
Belarus
In force
Bosnia and Herzegovina
In force
Bulgaria
In force
China
In force
Croatia
In force
Cyprus
In force
Djibouti
Signed （not in force）
Egypt
Signed （not in force）
Ethiopia
In force
Finland
In force
France
In force
Gambia
Signed （not in force）
Georgia
In force
Germany
Terminated
Germany
In force
Greece
In force
Indonesia
In force
Italy
In force
Kazakhstan
In force
Kenya
Signed （not in force）
Korea, Dem. People's Rep. of
In force
Korea, Republic of
In force
Kuwait
In force
Kyrgyzstan
In force
Lebanon
In force
Libya
In force
Macedonia, The former Yugoslav Republic of In force
Malaysia
In force
Moldova, Republic of
Signed （not in force）
相手国

http://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/98
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調印日
28/05/2006
18/11/2002
19/10/2003
06/05/1995
21/09/1999
15/02/2001
28/10/1996
19/10/2002
29/04/2001
14/07/1995
27/07/1996
13/11/1998
06/2000
17/05/2000
02/03/2009
07/12/2010
25/05/1977
21/10/2003
04/11/2002
12/05/2003
20/06/2007
27/09/1995
11/11/1965
17/08/2002
13/03/2002
22/06/2005
10/03/1999
16/01/1996
24/02/2009
30/09/2002
31/10/1998
13/02/2006
31/07/1996
28/10/1997
27/12/2006
12/07/2000
22/07/2002
30/05/1995

発行年月日
02/02/2008
05/12/2005
26/02/1997
11/07/2004
20/06/2002
12/10/2004
05/12/2002
23/06/2000
02/06/2009
24/08/2003
01/07/2005
02/08/2003
18/04/2009

15/12/2004
25/06/2004
12/11/2004
22/06/2005
06/05/1968
23/06/2005
09/01/2009
28/03/2009
08/08/2003
03/04/1999
24/04/2005
31/03/2006
14/03/2011
27/06/2005
14/05/2000
05/05/2010
19/08/2005
05/08/2006

No.
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

相手国
Morocco
Oman
Pakistan
Philippines
Poland
Qatar
Romania
Serbia
South Africa
Spain
Sri Lanka
Sudan
Sweden
Switzerland
Syrian Arab Republic
Tajikistan
Tunisia
Turkey
Turkmenistan
Ukraine
Uzbekistan
Venezuela, Bolivarian Republic of
Viet Nam
Yemen
Zimbabwe
Zimbabwe
日本

発効状況
In force
In force
In force
Signed （not in force）
In force
In force
In force
In force
In force
In force
Signed （not in force）
In force
In force
In force
In force
In force
In force
In force
In force
In force
In force
In force
Signed （not in force）
In force
Signed （not in force）
In force
投資協定実質合意

調印日
21/01/2001
02/12/2001
08/11/1995
08/10/1995
02/10/1998
20/05/1999
26/01/2003
05/12/2003
03/11/1997
29/10/2002
25/07/2000
07/09/1999
05/12/2005
08/03/1998
05/02/1998
18/07/1995
23/04/2001
21/12/1996
23/01/1996
21/05/1996
11/06/2000
11/03/2005
23/03/2009
29/02/1996
21/09/1996
09/05/1999
10/12/2015

発行年月日
31/03/2003
08/04/2003
27/06/1998
26/10/2001
05/11/2001
12/01/2005
07/07/2006
05/03/2002
13/07/2004
19/10/2001
01/02/2008
01/11/2001
16/11/2005
03/11/2004
27/02/2003
13/04/2005
29/04/2004
05/07/2003
11/07/2004
07/06/2006
16/10/2000
26/01/2015
未定

２．イランの租税条約の状況
外国人在住者との間の協力を促進し、外国との貿易や経済交流を推進するために、イラン・イ
スラム共和国政府は以下の国との二重課税回避のための相互協定を設けている。現在、41 ヶ国と
の間で租税条約を締結しているが（2015 年 12 月）3、日本とは未締結である。
アゼルバイジャン
南アフリカ
ドイツ
オーストリア
ヨルダン
アルメニア
ウズベキスタン
スペイン
タジキスタン
オマーン
マセドニア

表：イランが締結している租税条約国
アルジェリア
トルクメニスタン
インドネシア
トルコ
ウクライナ
チュニジア
バーレーン
中国
ベラルーシ
ロシア
ブルガリア
スリランカ
ベネズエラ
スイス
パキスタン
シリア
ルーマニア
スーダン
韓国
クロアチア

3

フランス
キルギスタン
カザフスタン
カタール
ジョージア
レバノン
ポーランド
クウェート
セルビア
マレーシア

イラン国税庁（Iranian National Tax Administration：INTA）
：
http://en.intamedia.ir/pages/default.aspx?mode=show&id=all_countries&lan=en&topmenuid=topmenu241&mid
dlemenuitem=middlemenuitem381&middlemenuid=openmiddlemenu241
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３．イランの WTO 加盟の状況
イランは 1996 年 7 月 19 日に WTO への申請を行っている。1996 年 7 月～2001 年 5 月の間は、米
国がイラン加盟に否定的だったことに加え、米国が WTO 理事会（Council）で拒否権を有するとい
う理由により、イランの加盟は検討されることはなかった。しかし、イランはその後も加盟申請
を続け、2005 年 5 月 26 日に提出した 22 回目の加盟申請でようやく認可を得て、加盟手続が始ま
った。現在は、WTO オブザーバーとして WTO のフルメンバーへの手続段階である。

４．イランにおける外国人による投資の法的枠組み
外国人がイランで投資を行うには以下の 3 つの何れかの法的枠組みになる。本報告書は、③を
中心としている。
①

民法に基づく外国人による投資
イラン民法（Civil Code）第 5 条はイランに居住する者は、外国人であってもイラン国民と同様に法の保
護を享受できると定めていることから、外国人であってもイラン国内でイランの法律に基づいて会社設立
やビジネス活動を行うことができる。

②

商法に基づく外国人による投資
イラン商法（Commercial Code）は、会社設立に関して外国人とイラン人の差別を行っておらず、外国人
であっても、会社を設立し登録することに関して規制はない。この場合、イラン側のシェアは51％でなけ
ればならないとしている。一方、外国人が設立した会社であっても、自動的に下記に述べるイラン外国投
資促進保護法（Foreign Investment Promotion and Protection Act、以下「FIPPA」とする）による特権
を享受するものではない。

③

イラン外国投資促進保護法（FIPPA）に基づく外国人による投資
2002 年に制定されたイラン外国投資促進保護法（FIPPA）に基づき登録した外国企業は、投資資本等に対
する政府保証、国有化からの保護等の特権が与えられている。

上記のように、外国企業がイラン投資する場合、会社設立等のビジネス活動を行うにあたって
は民法によりイラン国民と同様の権利が与えられているが、商法により外国企業の持株限度は
49％に制限されている。しかし、外国企業は FIPPA に基づいて登録することでイラン企業として
認められ、外国企業の持株限度は 100％まで可能となる。

なお、本報告書では、外資、外国投資及び FDI（直接投資）を以下のように定義して使ってい
る。
「外資」とは、外国人や外国企業がある国の事業に投資する資本をいう。
「外国投資」とは、外国人や外国企業がある国の資産（asset）や企業の株を保有することを
いう。
「外国投資」には、直接投資と間接投資が含まれる。
「FDI（直接投資）」とは、ある国の企業の株式を取得したり工場を設立したりすることで、
経営、技術や組織にかかるスキル等を移転することをいう。
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III

イランビジネス関連法

１．外資規制、投資ライセンス、外資比率、税率、土地所有、投資形態等にかかる概
要
1.1.

外資規制

1.1.1. 格別の外資規制はない
イランは中進国で、国内産業振興のために外資から内資を保護するために外資を規制するとの
考えはない。投資ライセンスを得なくても外資は現地法人を設立することはできるし、産業鉱業
商業会議所（Chamber of Commerce, Industries and Mines）が出すコマーシャル・カードを得て
営業を開始することは可能である。ただし、資産収用、外貨送金の禁止、内国民待遇違反、法律
ないし政令により金融契約が実行されないか禁止になったことによる損失など、現地政府の施策
により外資が損害を被った際に政府に損失補償を求めるためには、イラン外国投資促進保護法
（FIPPA）による投資ライセンスを得ていなければならない（FIPPA 第 9 条）
。収用や国有化につ
いて外国投資家とイラン政府の間で紛争が起こった場合、紛争処理は通常は国内裁判所でなされ
るが、投資ライセンスを得ており、かつ外国投資家が属する国とイラン政府が投資協定を締結し
ていると、国内裁判所以外で紛争処理ができる（FIPPA 第 19 条）
。また、投資優遇税制を得るた
めには投資ライセンスが必要になる。FIPPA 第 8 条で、投資ライセンスを得ている外国投資は、
国内投資と同じ権利と保護を享受すると規定されているからである。
1.1.2. 外国投資促進保護法（FIPPA）の存在
FIPPA は、2002 年に立法された。立法趣旨は FIPPA、FIPPA 施行令（Implementing Regulations
of The Law for The Promotion and Protection of Foreign Investments）をまとめたイラン投
資・経済・技術援助機構（Organization for Investment Economic and Technical Assistance of
Iran）
（以下「OIETAI」とする）作成のリーフレットの前文で、明確に経済改革の一環であるとさ
れている。
1.1.2.1. FIPPA のリーフレット前文でいう立法趣旨
FIPPA のリーフレット前文でいう立法趣旨は以下のとおりである。
① 外資に投資して欲しい分野にインフラも加えて幅広く認める。
（筆者コメント）イラン憲法第 44 条により基幹産業のみならず主要産業分野で国有企業が支配的地位を
持つようになったが、その運営と投資の不効率そして技術開発の遅れが指摘されるようになり、民間資
本を入れる民営化が 2005 年頃より経済改革として進められている。しかし地場民間資本は資本も技術も
ないことが多く、外国輸出によって市場を拡大するノウハウもない。そのため、外国直接投資が必要に
なっている。インフラストラクチャー建設需要も財政支出のみでは十分に満たせないために、諸外国で
進んでいる BOT 方式のような PPP 事業を、外資を入れて進めたいとの政府の意向も強まっている。

② 外国投資の形態に、FDI のみならず、プロジェクトファイナンスの一種である Civil
Participation、Buy Back、counter trade そして 様々な BOT を加える。
（筆者コメント）FIPPA には counter trade の記載はない。

③ 投資ライセンスの手続の明確化と迅速化
（筆者コメント）実際には投資認可官庁が縦割りで面倒な手続を要求されがちだったことの反省である
と思われる。OIETAI が事務局となる最終的な投資ライセンスは出やすくなったが、投資ライセンスがな
いと得られない投資優遇措置を実質的に決めるのは所轄官庁であり、所轄官庁での手続は必ずしも明確
ではない。ただし、フリーゾーン、経済特別区に進出する場合、各区にある管理委員会が所轄官庁とな
るので、明確化と迅速化は図られている。

④ OIETAI の中に外国投資サービスセンター（CFIS）を創設し、外国投資に対し効果的な支援
をする。
（筆者コメント）外資が相談し易くするのが目的。形式上はテヘランと全土 13 ヶ所にある投資サービス
センター（Investment Service Center：ISC）が内国投資のみならず外国投資のサービスセンターを兼
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ねている。例えば、サウス・ホラーサーン（South Khorasan）の投資サービスセンターは、英文部分が
388 頁ある投資ガイドブックを作成している。そのうち 232 頁はビジネス概況と法令紹介で、156 頁は同
省内の投資案件紹介である。外国投資サービスセンターという名称で業務をしている部署は、現在テヘ
ランの OIETAI の建物の中にしかない。OIETAI の建物は車の入構が厳しくチェックされている官庁地区に
あり、外国民間人が容易に入構できない。外国投資サービスセンターのスタッフの数もその能力も不十
分であると思われる。特に法律面での情報提供能力のある人材は限られている。聞けば何でも教えてく
れる、どこに行けば教えてもらえるのかを教えてくれるような態勢にはなっていない。One stop office
として外国投資サービスセンターがあると前文にはあるが、ほど遠いのが現状である。

⑤ 外資が資本移転をするための外国為替にアクセスしやすくする。
⑥ 政府と投資家間を規制する新しい法的なオプションを導入する。
（筆者コメント）民活インフラ FDI 投資の可能性を言っているのか、新法令による投資優遇措置を用意
する可能性について言っているのか不明である。

1.1.2.2. 前文でいう経済改革により内外投資を促進するための施策
FIPPA のリーフレット前文でいう経済改革により内外投資を促進するための施策は以下のとお
りである。
①
②
③
④
⑤
⑥

法人税を 25％とし、製造業の法人税減免と輸出指向型投資における法人税を免除する。
非関税障壁の排除と外国貿易の自由化
民間銀行・金融機関の創設
外国為替レートの一本化と外国為替の自由化
民間保険会社の設立
国有銀行を含めた民営化の促進

1.1.3. 事実上の外資規制であった経済制裁
米国のイランに対する貿易・金融制裁で域外適用があるために、ドル決済ができず、貿易自体
が縮小し、新規投資をしてもドルでの決済はできずかつ取引量の増加が見込めないために、外国
投資は極端に少なかった。外資の側に進出規制が事実上あったといえる。米国制裁規則では、米
国以外の企業でも、海外資産管理局（Office of Foreign Assets Control：OFAC）による制裁対
象の SDNs リスト（the Specially Designated Nationals and Blocked Persons list）にあるイ
ラン企業との取引でも制裁措置の対象になるリスクがある。ただし、米国は 2014 年 1 月 20 日か
ら米国以外の企業・個人が行う、①車用の財・サービスをイランに提供する取引とその取引のた
めの金融取引、②イランからの原油・石化製品の輸出取引とそのための金融取引、③金・貴金属
取引とそのための金融取引につき、制裁を解除している。
2015 年 7 月 14 日、12 年に及んだイランの核協議が終了した。イランと国連安全保障理事会常
任理事国（米国・英国・ドイツ・ロシア・中国）にドイツを加えた 6 ヶ国の間で、イラン核開発
に関する「包括的共同行動計画」
（JCPOA）
」の最終文書で合意した。国連安全保障理事会と関係各
国の議会承認と国際原子力機関による核施設査察を経れば、イラン向け金融制裁は解除される。
最終文書では、米政権は大統領と議会が一致して行動し、制裁再導入を控えると明記され、6 ヶ
国は制裁解除に関し効果を確実にするために講じる管理・規制措置そして解除された制裁の詳細
に関し公表するとしていた。イランがこの合意に基づき核計画を縮小したことを踏まえ、2016 年
1 月 16 日に、上記の 6 ヶ国は対イラン制裁を解除すると発表した。制裁解除は、6 ヶ国の調整役
を務める欧州連合（EU）のモゲリーニ外交安全保障上級代表がイランのザリフ外相と共に 2016 年
1 月 16 日ウィーンで発表した共同声明に盛り込まれた。同共同声明は、「イランが核合意の約束
を果たした」と確認し、
「核計画に関連する多国間、及び各国の経済、金融制裁を解除する」と明
記している。
経済制裁解除後のイランとのビジネス再開に向け各国は制裁解除前から積極的に経済視察団を
派遣している。例えば、2015 年 3 月～12 月の間に 48 ヶ国から 140 以上の視察団がイランを訪れ
ている。この中で、ドイツは最多の 12 回もの派遣団を送り込み、イタリアからは延べ 360 名の視
察者が訪れている4。

4

「JICA イランビジネス環境セミナー」
（2016 年 2 月 25 日）における Ms.Maryam Zarei 氏（Iran Trade Promotion
Organization）の報告より。
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1.1.4. 現地に進出済みの外資と実際の外国投資
イラン制裁前から進出していた日本のいくつかの商社は、貿易取引をする現地法人を持ってい
る。しかし、製造業投資はまだまだ少ない。同国の GDP の 10％を占め、2014 年度 106 万台生産し
ている自動車産業でも、外資系企業は合弁事業で行っている中国の奇瑞汽車が 30％出資し上場国
営自動車会社 Iran Khodro が 49％出資し、カナダのダミー会社が 21％出資して 2008 年に設立し
た 3 億 7,000 万ドルの自動車組立合弁企業の投資が目立つくらいである。
イランに対する外国直接投資の受入額については trading economics.com がイラン中銀のデー
タであるとして以下のデータを公表している。国際収支表上の外国投資統計である。

年
mil.US$

2005
4,200

表１－１：イランに対する外国直接投資の受入額
2006
2007
2008
2009
2010
2011
3,413
1,914
1,710
1,791
2,718
3,774

2012
4,322

2013
4,489

FIPPA による投資ライセンスを得た外国投資受入額、つまり認可ベースの外国投資受入額につ
いては、wikipedia は 1992 年度～2008 年の外国投資受入累積額が 327 億ドルであったとして以下
の現地紙報道を伝えている。
表１－２：FIPPA による投資ライセンスを得た外国投資受入額
投資母国
Asia
Europe
Americas
Africa
Australia

主要投資母国 （1992–2008）

投資件数

累計投資額

190

$11.6 billion

253

$10.9 billion

7
N/A
1

$1.4 billion
$8 billion
$682 million

United Arab Emirates （UAE）, Singapore, Indonesia and
Oman
Germany, the Netherlands, Spain, UK, Turkey, Italy and
France （20 countries in total）
Canada, Panama, the USA and Jamaica
Mauritius, Liberia and South Africa
Australia

この数字は、
1993 年度～2008 年度の外国投資受入累積額 321 億ドルであるとして業種別の件数、
金額を掲載している http://www.iran-investment.org/foreign.html と数字がほぼ対応している
ので、業種別、金額の規模での投資傾向がわかる。
表１－３：外国投資のプロジェクト数と金額
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表１－４：外国投資の業種別件数・金額
業種
件数
投資金額 $mil.
農畜産業
5
19
鉱業
10
2,239
工業小計
283
19,423
内訳 食品・飲料
42
417
繊維・皮革
36
85
化学・ゴム・プラスティック
73
9,512
紙・木材・印刷
11
96
非金属資源
7
149
金属
23
8,142
機械・器具・金属加工品
40
161
電機・家庭用電子機器
20
24
輸送機器・自動車
27
837
リサイクル,医薬品,その他
4
2
水・電気・ガス供給
7
4,640
建設・建設資材
44
738
輸送・通信
10
1,617
サービス小計
41
6
内訳 観光
6
2,215
金融
19
830
デザイン・広告・その他
17
414
総計
403
32,143

1.1.5. 石油ガス探鉱・採掘への外国投資
イラン石油法（Petroleum Act）第 6 条は、石油ガス事業での外国投資を禁止し、同法第 8 条は、
石油事業への固定資本投資は各事業単位を規制する法令によると規定する。
石油法での石油ガス事業は、原油・ガスの探鉱・採掘・輸送のみならず、石油製品の製造も含
ま れ て い る 。 そ の 後 成 立 し た 憲 法 第 44 条 の 一 般 政 策 と 原 則 を 実 施 す る 法 律 （ Law on
Implementation of General Policies of Principle (44)（以下「民営化法」とする）により、
民営化されない分野として Group3 に分類される石油ガス事業は、石油とガスの探鉱・採掘を行う
イラン国営石油会社（National Iranian Oil Company：NIOC）と、原油・ガスを探鉱し採掘する
会社（crude oil and gas drilling and production companies）と、石油とガスの油井だけであ
ると規定された（同法第 2 条）。さらに、これら Group3 に属する事業会社での投資、所有、経営
は政府が行うが、それらの国有会社が、民間企業から金融、技術導入、建設サービス、経営サー
ビスを受けることは、所有が 100％政府に維持されることを前提として、経済財務省（Ministry of
Economy and Finance）と関連省庁が提案して内閣が 6 ヶ月以内に認めた当該会社に関する定款に
より認められるとした（同法第 3 条第 c 項、第 d 項）
。
原油・ガスの輸送（パイプライン輸送事業が具体的に考えられている）
、製油所、石油化学製品
の製販事業をする下流部門への民間企業の投資は認められる。したがって、これらの事業に外資
が資本参加することはできる。その投資形態は FDI、BOT ないし Civil Participation が採用され
るだろう。その際に OIETAI 経由投資ライセンスを得ることになる。
他方、上流部門への投資である石油ガスの探鉱採掘関連投資の際には、FDI は用いられず、Buy
Back 契約や、それを発展させた統合石油契約（Integrated Petroleum Contract）
（以下「IPC 契
約」とする）が用いられる。この場合も FIPPA の外国投資の広い定義により、外国投資として認
められ、OIETAI 経由投資ライセンスを得ることができると考えられる。下記 1.2.5「石油ガス採
掘、銀行への外国投資と投資ライセンス」でより詳細に説明する。
1.1.6. 外国間接投資（イラン株式へのポートフォリオ投資）
FIPPA は直接投資を対象とするので、間接証券投資は対象としない。1967 年に設立されたテヘ
ラン証券取引所には 318 社が上場されており、355 銘柄が取引されている。時価総額は 900 億ド
ル（2,888 兆リアル。2015 年 12 月 16 日現在、リアル通貨が減価しているので為替レートによる
ドル換算価格は大きく変化する。2014 年 3 月の時価総額は 1,700 億ドルだった）である。株価収
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益率（PER）は 2015 年 11 月時点で 5.73 倍と低水準である。
2005 年に始まる第四次五か年経済開発計画以降、経済財務省傘下の民営化庁の主導の下で民営
化が進んでいる。民営化企業の株式の多くの部分がテヘラン証券取引所での公開・上場されてい
る。その公開価格は、市場原理に従ってテヘラン証券取引所で決まることになっている。2008 年
制定の民営化法第 34 条、第 35 条によれば、社会正義の実現ために、民営化株式量の 40％を上限
に、テヘラン証券取引所での公開価格を基準価格として、民営化株式の貧困層に割引価格と分割
払いで譲渡するとしている。
所得階層を 10 階層に分けて、下から 2 つの所得階層を最貧層として、
50％引の価格で、10 年払いで譲渡する。下から 3 番目～6 番目の所得階層には、基準価格で、10
年払いで譲渡する。そのような社会正義株の実務は地方投資会社を株式会社にかえて行う、とし
ている。
国有資産の最たる石油関係でも、石油製品を製造する石化企業、石油製品の輸送を担当する企
業、製油所など上流を除き、各中核国有企業は傘下企業の株式を民間に放出している。その際、
国有企業は 20％しか所有せず、残りの民営化株式は、35％をテヘラン証券取引所で売り出し、社
会正義株を 40％とし、5％は従業員株式とするとの基準を示している。
株式のみならず、上場投資信託（Exchange Traded Fund：ETF）が 4 本上場されており、オプシ
ョン、フューチャーも取引されているが取引数は極端に少ない。社債も 11 本が同証券取引所で取
引されている。テヘラン証券取引所が出資する店頭取引市場もあり、180 社が取引されており、
時価総額は 400 億ドル（2014 年）である。
金融制裁があるために、先進国の外資は 1 年以内の証券投資についてはほとんど関わっていな
いと思われる。投資ファンド、不動産投資信託（Real Estate Investment Trust：REIT）
、証券化
商品といった金融商品は、2009 年制定の新金融商品と新金融機関の開発に関する法律が制定され
たことで開発され得るが、統一的な証券化法令がないことと、需要そして先進国外資の証券取引
がないことで進んでいないようである。

1.2.

投資ライセンス

1.2.1. FIPPA 第 6 条による投資ライセンス
外国投資家は、外国投資委員会（Foreign Investment Board、経済財務省次官を議長とする投
資認可機関）が承認し、経済財務大臣が確認してサインする、投資ライセンス（Investment
License）を得て、事業を開始することができる。
同外国投資委員会は経済財務省の次官で OIETAI 長官を兼務する人物を議長とし、外務省
（Ministry of Foreign Affairs）次官、国家運営計画局（National Management and Planning
Organization）次官、中央銀行次官、と投資事業の所轄省庁次官を委員として構成されている。
投資事業の所轄省庁次官は必要な場合とされている。
投資ライセンスの発行手続は簡易であり、所要期間は短く透明化されている。
投資ライセンスの申請書は、OIETAI がチェックしコメントを付けて申請を受けてから 15 日以
内に外国投資委員会に提出される。外国投資委員会は、OIETAI が提出した日から最大でも 1 ヶ月
以内に投資申請内容を検討し、投資ライセンスを出す旨の最終決定を文書で出す。
外国投資委員会が投資ライセンスを出すにあたって検討する内容は、FIPPA 第 2 条に以下の規
定がある。
FIPPA 及び関連法に従っており、鉱工業、農業、サービス業の生産活動を発展させ促進するもので、a）～d）の要
件を満たすものであること。
a) 経済成長、技術向上、製品の質の向上、雇用機会増大、輸出をもたらすもの。
b) 国家安全保障、公益、環境に脅威を与えないもの、すなわち国家の経済、地場の投資による生産を危うくする
ものでないこと。
c) 外国投資に対し政府がコンセッションの供与を強いるものでないこと。コンセッションとは当該外国投資が独
占的な地位を持つ特別の権利をいう。
d) 本法で認められた外資投資により生産された財・サービスが国内市場の当該産業（大産業分類）に占める市場
シェアが 25％を超えず、かつ産業小分類での市場シェアが 35％を超えないこと。ただし外国投資によって生産さ
れた財・サービスが輸出目的のものは除く。
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上記 d)で規定している「大産業分類」と「産業小分類」は、FIPPA 施行令に以下のごとく規定
されている。

大産業分類
農業

鉱業
工業

水、電気、ガス供給

建設

交通・通信

サービス

表１－５：FIPPA 施行令による大産業分類・産業小分類
産業小分類
耕作農業・園芸
畜産業・養蚕
森林業・放牧業
水産業
原油・天然ガス（探鉱、採掘、輸送）
その他の鉱業（探鉱、採掘、加工）
食品・飲料・タバコ
繊維・縫製・皮革
木材・紙・パルプ・印刷・出版
化学、石油製品、ゴム、プラスティック
石油と石炭以外の非金属鉱業
基礎金属
輸送機器と車
電機・電子機器（ラジオ、テレビ、その他の通信機器）
電機・電子機器（ラジオ、テレビ、その他の通信機器以外のもの）
医療機器、メガネ、精密機械器具
リサイクリング
上下水道の収集、浄化、供給、送水、配水
発電、送電、配電
天然ガスの精製と配給
インフラストラクチャー
ビル建設と住宅建設
建設資材
鉄道輸送
道路輸送
パイプライン輸送
水の輸送
航空輸送
輸送補助サービス
郵便・通信
金融サービス（保険、銀行、その他）
観光業
広告・宣伝
都市サービス
教育・研究
他のサービス（設計、デザイン他）

本外資の産業分類における市場シェア規制は、国内産業保護的な要素がある。国会内の保守派
に対する対応であると考えられる。産業小分類とはいっても産業の幅は広く、外資全体で 35％超
の市場シェアを実際に占めてしまい、本法令違反になることは少ないと思われる。
投資ライセンスを出すにあたり、個々の外国投資案件が、上記の a)～d)を満たし、FIPPA 第 2
条を満たしていることの証明は容易であるので、投資ライセンス発給で問題が起こるケースはほ
とんどないと思われる。
1.2.2. FIPPA 第 6 条による投資ライセンスの意義
投資ライセンスを得る意義は、①投資優遇措置が得られることと共に、②イラン政府の政策変
更等により外国投資資産の収用や送金禁止措置が万一起こった際に、イラン政府に補償を求めら
れることである（FIPPA 第 8 条）。さらに、③イラン政府と外国投資家の間で投資に関する紛争が
あった場合、外国投資家の属する政府とイラン政府が投資協定を締結していた場合は、投資紛争
の解決の場としてイランの国内裁判所ではなく第三国での外国仲裁といった他の紛争解決手段を
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用いることができる（FIPPA 第 19 条）。
1.2.3. 実際の投資認可
実際の投資認可は投資ライセンス申請以前に、所轄官庁との折衝段階で決まるものと思われる。
外資は様々な情報源から投資機会を探すと、所轄省庁にコンタクトし、当該所轄官庁から一次
的な投資認可を得て、関連官庁の許認可が必要な場合それらをクリアしてから、OIETAI に正式な
投資ライセンスを得るための申請をすることになる。実際の外国直接投資は、財・サービスの生
産に携わる限りほとんど全て、この投資ライセンスを得て投資することになると思われる。
外資がなそうとする直接投資の産業を担当する所轄官庁は、投資アドバイスといった行政事務
を超えて、このように投資しなければ一次的な投資認可を出さないといった行政指導をするもの
と思われる。しかし、この一次的な投資認可についての規定は FIPPA にはない。立地、投資規模、
投資形態、出資の方法、出資の時期といった点にまで、所轄官庁が行政事務を超えた行政指導を
するのかは不明である。行政指導に反した場合、行政庁が他の行政手続を進めさせなかったり妨
害したりするのかも不明である。日本には行政手続法でこれらの行政庁の行為は禁止されている
が、イランには行政手続法はない。所轄官庁の一次的な投資認可がなければ、会社設立、環境保
護についてのライセンス、ユティリティの利用認可、鉱山の探鉱・採掘ライセンス、資本財・原
材料の輸入許可、外国人の労働許可といった種々の必要な手続が進まないものと思われる。
FIPPA 第 7 条は、外国投資の認可とその活動につき、全ての関連省庁は OIETAI に対し権限ある
人物を指名し、その人物が OIETAI との調整事項について関連省庁の代理者となり調整者となると
規定している。そして同条において関連省庁として、経済財務省、外務省、商業省（Ministry of
Commerce、現在は省庁再編により産業鉱業商業省（Ministry of Industry, Mining and Commerce）
となっている5。
）
、厚生省（Ministry of Health and Medical Education）
、中央銀行、通関（Customs）
、
会社・産業財産登記庁（General Directorate for Registration of Companies and Industrial
Property）
、環境保護庁（Organization for Protection of the Environment）が含まれるとされ
ている。想定される調整事項とは、各々、税金の支払い、出入国ビザ、コマーシャル・カードと
減免関税での輸入、外国人労働許可、外貨送金、通関手続、会社登記と知的財産の登録、環境保
護ライセンスが中心であると思われる。
イランは中進国であるので、他の途上国と異なり外国投資認可を得なくても外国投資はできる
という言い方がされることもある。これは、中進国では外貨準備がある程度あるため、外国投資
を認可制度にして外貨準備の増減を細かくコントロールする必要がない場合を説明する言い方で
ある。財・サービスの生産に携わるとしても、FIPPA 施行令による産業分類の中で、小売業・卸
売業、国際貿易業、取次業、直接投資アドバイス業はどこに分類されるのかとの疑問はある。サ
ービス生産であるから「他のサービス」に入るとは思われるが、投資優遇措置はいらないし、資
産は最少しか持たないので、資産収用されても困らない場合、投資ライセンスがなくても実際に
事業はできるのか疑問である。投資優遇措置を受ける価値がある場合は投資ライセンスがあった
方が良いが、投資優遇措置を受ける必要がない場合、所轄官庁のコントロールから離れて自由な
投資活動ができた方が良いと考える外国投資家がいる場合の対応である。また、地場資本企業を
販売代理店とする際に、当該地場資本企業とのコネクションを維持するために、外資がごく少数
の株式持分を出資するだけで新規の設備投資はしない場合も、本投資ライセンスが必要になるの
かとの疑問もある。これらの疑問に対し、イラン現地出張で現地の官僚達に確かめようとしたが、
不明である。ここでは、全ての外資は外国投資をイランでしようとする際は、投資ライセンスを
得るべきであるとしておく。
1.2.4. 実際の投資認可を出す省庁（フリーゾーン、経済特別区の所轄官庁）と OIETAI
フリーゾーン（Free Zone6）と経済特別区（Special Economic Zone：SEZ）への進出における
所轄官庁は、各ゾーンに設置されている管理委員会である。
フリーゾーンの管理に関する法律（Law on the Administration of Free Trade-Industrial
Zones）（以下「フリーゾーン法」とする）、経済特別区の設立と運営に関する法律（Law on the
5
6

2011 年 8 月より商業省と産業鉱業省が省庁再編により合併し、産業鉱業商業省となっている。
正式には Free Trade-Industrial Zone（自由貿易工業区）
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Establishment and Management of Special Economic Zones）（以下「SEZ 法」とする）、経済特
別区の設立と運営に関する法律施行令（Executive By-law for Establishment and Management of
Special Economic Zones、以下「SEZ 法施行令」とする）、フリーゾーンにおける雇用と社会保険
に関する規則（Regulations on Employment of Workforce, Insurance and Social Security in Free
Trade-Industrial Zones7）等の特別立法がなされており、他の地区への投資となる工業団地への
投資やその他の本土での投資と別の独立性がある法令よりコントロールされる。
両ゾーンは、フリーゾーン・経済特別区高等評議会（High Council of Iran’s Free Trade,
Industrial and Special Economic Zones）とその事務局によってコントロールされている。高等
評議会は大統領府に属しており、OIETAI は経済財務省の下部組織である。このため、両者の関係
は微妙で、投資ライセンスは OIETAI が所轄するにもかかわらず、投資ライセンス関連業務は、ほ
とんど各ゾーン管理委員会が行っており、OIETAI は投資ライセンスを形式的に発行する業務のみ
をしているに留まる。投資に関する関係省庁の業務も、ほとんどは各管理委員会が行っている。
各ゾーン管理委員会は政府組織の一部である場合と非政府の法人である場合がある。
1.2.5. 石油ガス採掘、銀行への外国投資と投資ライセンス
多くの途上国では、外国投資促進庁が出す外国投資許可の範囲から、石油ガスの探鉱・採掘や
銀行を除いていることが多い。石油ガスは国有資産であるので、石油ガスの探鉱・採掘事業は外
資投資の形態ではせず、生産物分与契約（Product Sharing Contract）
（以下「PS 契約」とする）
により、生産物による取り分を得るために外資が探鉱・採掘に技術・資本を投入する、という考
えによる。また、銀行の場合は外国銀行支店、つまり、外国法人のままで事業に参加できるのが
諸外国で一般的な傾向であるために、現地法人により事業を行うことをコントロールする外国投
資認可になじまないとの考えによる。中央銀行が、外国銀行支店、現地法人で事業をする 100％
外資銀行、外資系合弁銀行を含め統一的に認可権限を持つことが多い。
イランは、銀行業への外国投資は外資が原則 40％を上限とする外資系合弁銀行の形で中央銀行
が所轄官庁となって認めるが、外資が資産移転や利益の海外送金につき外国投資の保護を求めた
いのであれば投資ライセンスを受けるよう、外資が銀行業に参入する場合についての規定
（Regulations related to the participation of foreigners in investment in banks）第 11
条が規定している。
FIPPA 施行令で規定する産業分類でみると、石油ガス事業（原油・ガスの探鉱、採掘、輸送）
における外国投資による産出価値は、FIPPA 第 2 条第 d 号により石油ガス事業全体での産出価値
の 35％を上限とする規定をおいていることになるので、石油ガス事業における外国投資も投資ラ
イセンスの対象となり得ると考えているようである。同法第 2 条第 d 号の末尾は、他の産業では
輸出分については当該産業の産出量に加えないで、35％上限の計算をするが、原油については輸
出も含めた産出量を加えて 35％上限を計算すると規定している。原油・ガスの探鉱、採掘、輸送
事業の産出価値の算出においては、原油の探鉱・採掘・輸送については国内向けと輸出向けの産
出価値＋ガスの探鉱・採鉱・輸送については国内向けの算出価値の全体の 35％が外国投資全体の
当該石油ガス事業（国内外向けの原油の探鉱、採掘、輸送の産出価値＋国内向けガスの探鉱、採
掘、輸送の産出価値）の上限となる。原油輸出の多くを外資が行うことを想定した規定であると
思われる。
しかし、イランの石油ガス探鉱開発契約は、生産分与契約以上により所有者である国家の力が
強い Buy Back 方式を基本にしていた。2015 年 11 月 28 日に発表され今後の石油ガス探鉱開発契
約となる IPC 契約は、Buy Back 方式より外資の開発による原油購入権に配慮した規定になってい
る。IPC 契約による外資の探鉱・採掘への参加はあくまで、外資が原油を優先的に購入するため
の契約手段であり、外国投資という範疇には入らないと思われる。しかし、FIPPA の投資ライセ
ンスはこのような売買契約による石油ガスの探鉱開発事業への外資の参加をも投資ライセンスの
対象に入れるとの趣旨であると思われることを以下に後述する。原油やガスのパイプラインでの
輸送事業は、当然、投資ライセンスの対象になると思われる。
なお、FIPPA 施行令は、石油化学品は化学品、ゴム、プラスティックと共に石油ガス事業（原
7

本法令はフリーゾーンに関する規定であるが、経済特別区にも適用されている。両ゾーンを共に管理するのが同
じ組織（高等委員会：High Council）であることによるものと思われる。
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油・ガスの探鉱、採掘、輸送）と別の小産業分類に入れている。製油所事業も石油化学品と同じ
小産業分類に入ると思われ、共に投資ライセンス対象となる外国投資が可能な分野である。
このような考え方は、原油のパイプライン輸送による輸出が外資により多く行われる場合にし
か機能しないが、原油のパイプラインでの輸出は現実的にはあまり想定できない。だとすると、
Buy Back 契約やそれを発展させた IPC 契約に外国企業が参加する際に、投入した資本をも投資ラ
イセンスの対象にできるとの考えがあるのではないかとの疑問も湧いてくる。その根拠は以下の
4 点である。
FIPPA 第 3 条は、FDI の他に Civil Participation、Buy Back、そして BOT といった契約スキー
ムによる投資も FIPPA の保護の対象となると規定している。イランで Buy Back 契約といえば、通
常、石油開発契約を指す。さらに FIPPA 施行令の説明文書に、Buy Back 契約には持ち分という考
えは適用されない、とある。
中銀が認めた場合は銀行口座によらない外貨資金移転も外国投資家の外国現金投資とする、と
FIPPA 第 1 条の外国資本の定義は規定する。
同条の定義規定における外国投資とは、
「投資ライセンスを得て新規ないし既存の企業に対し外
国資本を利用することである」とあり、新規ないし既存の企業の資本金として外資を投入するこ
とであるとは書いていないし、新規ないし既存の会社に契約によりある事業に出資し、その事業
による利益を契約に基づく配分により回収することであるとも書いていない。これは、IPC 契約
に外資が参加する場合も投資ライセンスを得ることを意味しているかもしれない。
競争力のある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（The Law for
Removing Obstacles to Competitive Production and Promoting the Country ’s Financial
System）
（以下「障害除去法」とする）第 30 条で規定する投資優遇税制は、石油の Buy Back 契約
ないし IPC 契約に関するものではないかと思われる。すなわち、
「パートナーシップ契約により、
生産企業の事業に対し金融を付けるか、生産企業の運転資金につき現金を投入した人ないし法人
は、パートナーシップ契約で期待される最低限の利息相当分の所得を中銀の最高意思決定機関で
ある金融融資委員会が認めた場合に、免除される。
」との規定は、Buy Back 契約ないし IPC 契約
における外資側の資金投入に対する投資優遇税制ではないかと考え得るのである。
1.2.6. OIETAI による投資ライセンスの意味
OIETAI は、最終的に外国投資を登録（issuance of foreign investment license）する役所で
ある。登録しておけば、通貨交換の自由が得られ、収用に対して適切な補償が受けられ、政府の
介入・契約違反でクレームできる。OIETAI に提出された投資申請書は、OIETAI のコメント付きで
5 日以内に外国投資委員会に提出され、10 日以内に最終投資ライセンスが出る。具体的な暫定投
資ライセンスは、所轄官庁、フリーゾーン・経済特別区では大統領府傘下の各フリーゾーン所轄
機関、各経済特別区所轄官庁が出す。

1.3.

外資比率

1.3.1. 個々の FDI の外資比率への規制なし
個々の外国投資案件に対して、法令で外資が参入してはならない分野を決めたり、外資の出資
上限を決めたりする一般的な外資出資制限（外国投資ネガティブリスト）はイランにはない。こ
の点は他の多くの途上国とは異なり、中進国らしい点である。
ただし、銀行業についての外資参入については、出資上限についての法を、中央銀行が 2011 年
8 月 16 日付で出している。
外資が銀行業に参入する場合についての規定である。同規定第 7 条は、
第 1 項で、外資がイランの既存銀行に出資するか、新規に銀行を設立する場合は出資比率の上限
を 40％とし、中央銀行の融資委員会と中央銀行総裁の承認が必要である、と規定する。同条第 2
項は、40％超の出資比率で外資が出資する場合は、中央銀行の融資委員会、中央銀行の理事会及
び中央銀行の総裁の承認が必要である、と規定する。さらに同規定第 10 条は、外資が資本参加す
る銀行の頭取、取締役会会長、取締役会構成員の過半数はイラン国籍を持つ人物にしなくてはな
らない、と規定する。
また、同規定第 11 条は、外国への資産移転及び利益送金を含む外資保護を受けるには、FIPPA
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による投資ライセンスを受けよ、とも規定する。
1.3.2. 個々の大産業分類別の生産量における外国投資上限 25％（FIPPA 第 2 条第 d 号）
上記 1.2.1「FIPPA 第 6 条による投資ライセンス」を参照。
1.3.3. 個々の小産業分類別の生産量における外国投資上限 35％（FIPPA 第 2 条第 d 号）
上記 1.2.1「FIPPA 第 6 条による投資ライセンス」を参照。
市場シェア 35％と比較されるものに、民営化法に規定する市場シェア 40％がある。民営化法第
6 条は、民間セクターにおいて健全な競争を実現するためと称して、イラン会計検査法（State
Public Audits Act）第 5 条の対象となる非政府パブリック組織（public non-governmental
institutions and organizations）は、その子会社も含めて、その属する財・サービス市場（類
似のものを含む）において 40％までの市場シェアしか取れないことを規定している。会計検査法
第 5 条の対象となる非政府パブリック組織が何を指すのかは、会計検査法の英訳がないので不明
であるが、民営化された企業、政府予算から資金を受けている企業を指すと思われる。対象企業
はその属する財・サービスと同じ事業をしている子会社と関連会社について競争委員会
（Competition Council）に報告する義務を負い、40％超の市場シェアを持つ場合 5 年以内に 40％
以下にしなくてはならない、財・サービスの生産拠点を 100％の市場シェアで設立することは認
められるが、4 年以内に市場シェアを減らさねばならない、とも規定する。
外資系企業全体の小産業分類での市場シェアの上限 35％は、個々の財・サービスの市場シェア
ではなくより広い。会計検査法第 5 条の対象となる非政府パブリック組織の場合、当該組織が生
産する財・サービスにおける市場シェアであるから狭い。政府の資金が入っている企業ないし政
府の施策で民営化した企業が過大な市場シェアをとるのは、競争法の趣旨である健全な市場競争
に反し消費者利益に反するのとの考えだろう。すなわち、政府が投資ライセンスを出しているの
に外資系企業が過大な市場シェアをとってしまうのは競争法の趣旨である健全な市場競争に反し
消費者利益に反するとの考え方があると思われる。
1.3.4. 大産業分類と小産業分類（FIPPA 施行令末尾）
上記 1.2.1「FIPPA 第 6 条による投資ライセンス」を参照。
1.3.5. 産業分類規制の実務への影響
上記 1.2.1「FIPPA 第 6 条による投資ライセンス」を参照。
1.3.6. 民営化計画による場合、政府の出資持分は 20％まで
民営化に基づくものの場合、出資比率制限があり得る。民営化の基本法である憲法第 44 条の一
般政策と原則を施行する法律（民営化法）による規制がある。
民営化法では、全産業を Group1、2、3 に分類し、Group3 を国有セクターに基本的に残すもの、
Group2 を民営化するもの、Group1 をその他のもの、としている。Group1 の産業に属する企業に
対し、政府は所有・投資・経営してはならない（民営化法第 3 条）。Group1 に属する企業で現に
政府が所有している企業に対し、民間企業が政府の参加がなければ投資して所有する意思がない
場合、政府所有の開発機関が民間企業と共に 3 年間のみ、投資することができる。現代的な技術
を使う投資においては、政府所有開発機関は 49％の出資比率を上限に投資することができ、政府
開発機関と投資対象事業は毎年予算案において内閣が国会に公表する。本規定は第五次五か年開
発期間（2016 年 3 月 20 日に終了する）のみ有効である（民営化法第 3 条第 a 号 Note3、4）
。イラ
ン中小企業・工業団地庁（Iran Small Industries and Industrial Parks Organization：ISIPO）
は政府開発機関であり、2008 年制定の工業団地・工業地域の所有と管理の移転に関する法によっ
て工業団地は民営化される。第五次五か年計画の終了までに、産業鉱業商業省は工業団地民営化
を完了する（民営化法第 3 条第 a 号 Note5）。
Group2 では、道路と鉄道事業を除き、出資比率 80％まで民営化する。道路と鉄道事業において
は道路交通省と経済財務省の合意で決める（民営化法第 3 条第 b 号）
。
政府主権、国家の独立、社会正義と経済発展のために政府は投資するが、その投資は当該事業
の属する産業における市場シェアの 20％を超えてはならない。政府開発機関が投資することは認
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めるが、投資先企業が属する産業の市場シェアにおいて政府開発機関の持ち分は市場シェアの
20％を超えてはならず、超えている場合、投資先企業が操業を開始してから 3 年以内に 20％以下
になるようにする（民営化法第 3 条第 b 号 Note1、第 a 号 Note7）。
Group3 の国有を維持する産業は以下のとおりである（民営化法第 2 条）
。
①
②
③
④
⑤

⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

Mother telecom network
Postal service, military
NIOC and crude oil and gas drilling and production company
Oil and gas wells
Central Bank of the Islamic Republic of Iran, Melli Bank of Iran, Sepah Bank, Industry and Mines
Bank, Export Development Bank of Iran, Agricultural Bank, Housing Bank, Bank of Cooperative
Development
Central Insurance Company, Iran Insurance Company
main power transmission networks
Civil aviation Organization and Ports and shipping organization
Irrigation networks
Radio and TV

国有はこれらの産業で維持される（民営化法第 3 条第 c 号）が、民間セクターがこれら国有セ
クターの経営に参加できるような仕組みが工夫されている。
経済財務省と関連政府機関が提案してから 6 ヶ月以内に内閣が認めた場合、政府が 100％所有
することを条件に、Group3 の事業を民間セクターが金融を付け、技術を出し、建設し、運営する
ことができる（民営化法第 3 条第 c 号 Note1）
。この規定は、PPP の根拠となり得るものである。
Group3 でも民間企業の活動は民営化法第 3 条第 c 号 Note1 により認められる（民営化法第 4 条第
d 号）との確認規定もある。健康、教育、研究、文化事業では民間参入自由との規定（民営化法
第 3 条第 c 号 Note2）も確認規定である。
民営化された銀行は、株式会社ないし協同組合形態となる。一民間株主は株式会社ないし協同
組合の場合 10％までしか株主になれない。他の法人ないしファミリーは 5％の株主にしかなれな
い（民営化法第 5 条）
。民営化されて外資系合弁銀行が設立される場合、外資側の出資比率は 80％
を超えても良い。政府は外国出資者との開発銀行にしか出資できない。外銀イラン法人の規定に
おいて、イラン人が 51％以上所有している外国法人はイラン側とみなす、とされている（民営化
法第 5 条、第 5 条 Note5）
。この規定の趣旨は民営化銀行だから、イラン法人の場合のみと考えら
れる。この規定は外銀のイラン支店（外国法人）の設立が認められるかということと無関係であ
ると思われる。

1.4.

税率

1.4.1. 法人所得税 25％
法人所得税はイラン直接税法（Direct Taxes Act）で規定されており、税率は一律 25％である
（直接税法第 105 条）
。下記の外国投資優遇税制の主要部分は本法人所得税8の優遇措置である。
外国法人でも、イランで建設する契約や施設を持って技術移転をする契約をする場合は、イラ
ンでの契約部分についての所得につき 12％の税率で法人所得税を課す（直接税法第 107 条）。い
わゆる諸外国でエンジニアリング税と呼ばれるものである。イランでの下請け契約部分について
外国コントラクターが法人所得税を支払う必要はない（直接税法第 107 条 Note4）
、支店・駐在員
事務所で営業が認められておらず、本社のためにマーケティングやデータを集める活動をしてそ
の経費を本社より受けている場合は法人所得税を課さないとの確認規定がある（直接税法第 107
条 Note3）
。
1.4.2. 付加価値税（VAT） 9％
付加価値税（以下「VAT」とする）は 2008 年から導入されており、税率は年々上がっており、
8

本報告書では、場合により「法人税」という用語も使用している。
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2016 年 3 月 20 日に終わる会計年度における税率は 9％になっている。農畜産物、手作りのカーペ
ット、不動産、出版物、医薬品・医療サービス、銀行サービス、公共交通機関によるサービス、
研究・教育サービスに関しては、VAT は非課税となる。輸出品については VAT の税率は 0％であり、
輸出の通関証明書により既存の VAT 支払分が返還される。
1.4.3. 個人所得税
雇用されている者が支払う個人所得税は、直接税法の中で雇用所得税として規定されている。
個人所得税の最高税率は 20％である。税率区分は以下の 3 区分しかない。
表１－６：個人所得税の税率区分
annual taxable income
Rates
Up to
IRR
138,000,000
0%
Up to
IRR
966,000,000
10% of the excess over
Over
IRR
966,000,000
20% of the excess over
（http://en.intamedia.ir）

雇用している会社には、従業員の個人所得税支払いについて源泉徴収義務がある。
雇用に関し会社からフリンジベネフィットを受けている場合、その所定部分を個人所得税の所
得として把握し、合算して個人所得税が課される。家具付きの家を会社が従業員に提供している
場合、従業員は会社が負担する家賃ないし減価償却費の 25％相当額をフリンジベネフット所得分
として給与・賞与による所得と合算した所得について個人所得税が課される。家具なしの家の場
合、会社が支払うコストの 20％相当分、ドライバー付きの車については会社が支払うコストの
10％相当分、車のみ与えられている場合は会社が負担するコストの 5％相当分を所得として合算
して個人所得税が課される。
僻地で働く場合、個人所得税は半減されるとの免税措置がある。新年ないし年度末に支払われ
るボーナスについては、給与 1 ヶ月分（one twelfth of the base annual allowance）につき免
税となる。現物支給（Non-cash allowances、現金以外で支払われる給与相当分）については給与
2 ヶ月分（two twelfth of the base annual allowance）につき免税となる。
個人事業者、自営業者が支払う個人所得税は、直接税法の中で個人事業・専門職所得税として
規定されている。
個人事業者の場合の個人所得税の最高税率区分は 35％である。
表１－７：個人事業者・自営業者が支払う個人所得税の税率区分
Annual Taxable Income （in IRR）
Rate
Up to 30,000,000
15%
30,000,001 to 100,000,000
20%
100,000,001 to 250,000,000
25%
250,000,001 to 1,000,000,000
30%
Over 1,000,000,000
35%
（http://en.intamedia.ir）

1.5.

土地所有

1.5.1. イラン法人なら土地所有権を持つことができる
100％外資の FDI 企業でも、イラン企業として登録すれば土地所有権は持つことができる。政府
の解説書9は、
「イラン法人を設立・登記し、外国投資事業を実行するためのものであれば、イラ
ン法人の名前で土地所有はできる。その際、株主ないし投資家（パートナー）の国籍は問わない。」
と説明する。
法的には以下のような規定がある。FIPPA 第 2 条 Note は、
「1921 年制定の外国人の不動産の所
9

南ホラサン投資サービスセンター編「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」（2011 年頃出版）214
頁。なお、南ホラサン省投資サービスセンターとは、経済財務省傘下の政府機関である。
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有に関する法律は現在でも有効である。本法により投資ライセンスを持つ外国投資は、それが如
何なる投資形態をとるにせよ、投資ライセンスを持つ外国投資家だからという理由で土地所有権
を持つことは認められない。
」と規定している。この規定は、外国人・外国法人は土地を所有する
ことはできないが、外資系企業はイラン法人であれは土地所有権を持つことができる、と解せら
れる。
フリーゾーン法第 24 条は、イラン人・イラン法人はフリーゾーン内の政府が持つ土地・天然資
源を開発するために買って所有するか、賃借するには、閣僚委員会の決めた法令と承認が必要で
あるとしている。各フリーゾーン当局（Authority）（会社形態で設立されている）が当該法令の
実施に責任を持つ。
経済特別区内の土地の売買については、2005 年 6 月 1 日付の SEZ 法第 22 条が、
「経済特別区管
理委員会は、特別に規定した価格で土地と資産を売却する権限を持つが、イラン自然人ないしイ
ラン法人が得る土地所有権は建設終了証を同管理委員会から得て移転される。」と規定している。
他方、外国人・外国法人は、1921 年外国人の不動産所有に関する法律（Law for the Ownership
of Immovable Property by Foreign Nationals）により、土地を所有することはできない。また、
フリーゾーン法第 24 条 Note1 において、外国人・外国法人はフリーゾーン内の土地を借りられる
だけで所有できない、とある。しかし、外国人であってもイラン企業として登録すれば土地所有
は可能になる。
なお、上記解説書は、
「事業用ではなく居住用であれば、外務省から格別の許可を得れば、外国
人でも土地所有権を持つことができる」と説明する10。
1.5.2. 外資系企業の土地所有権を巡る疑問
イランにおいて外資系企業はイラン法人であるので土地所有権を持つことができるという考え
には、疑問点、不明な点が残っている。
OIETAI の外国投資局（Foreign Investment Office）の官僚も含め、イランの多くの官僚は、
外資が、外資系企業としてイラン法人を設立したりイラン法人に出資したりすれば、当該イラン
法人は土地の所有権を得ることができる、と言う。しかし、その法的根拠を尋ねるとはっきりし
ない。この点で保守派と改革派の対立があるので、官僚への周知徹底がし難い結果ではないかと
思われる。発展途上国では外国人の土地所有のみならず、外資が過半数出資する現地法人による
土地所有権を認めない国が多い。他方、中進国、先進国では現地法人なら土地所有権を持つこと
ができるとする国が多いし、外国人・外国法人による土地所有権も、当該外国が外国人・外国法
人に土地所有権を認める限り、自国も外国人・外国法人に対して土地所有権を認める国が多い。
イランは中進国であり、発展途上国型なのか先進国型なのかという問題が生じている。
法的には以下のような規定がある。
フリーゾーンにおける土地と天然資源の使用に関する法令（Regulations on the Use of Land and
Other Natural Resources in Free Trade-Industrial Zones）第 9 条は、外国人の土地所有を禁
止するのみならず、イラン企業でも外資が出資している場合、全て土地所有を禁止する、と以下
のように規定している。
Article 9
The sale and conclusive transfer of land to foreign nationals as well as to companies whose capital wholly
or partially is owned by foreigners is prohibited.

フリーゾーン法第 24 条 Note1 では、外国人・外国人によるフリーゾーン内の土地所有は禁止さ
れており、外国人・外国法人は土地を賃借するだけである、と以下のように規定している。この
管理法による規定は、外国人・外国法人の土地所有を禁止しているのみで、外資が出資したイラ
ン法人なら土地所有はできると反対解釈ができそうであるが、前述の法令により、少なくともフ
リーゾーンの土地は外資が少しでも入っているイラン法人が所有することはできない。

10

前掲注 9「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」214 頁
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Article 24
Utilization of land and national resources belonging to the government within each Zone and the sales
or lease thereof to Iranian nationals shall be determined by regulations as approved by the Board of
Ministers and with regard to the development plans of each Zone. The Authority of each Zone shall be
responsible for the enforcement of relevant regulations.
Note 1 Renting of land to foreign nationals is permitted but its sale thereto is strictly forbidden.
Note 2 Iranians residing in the islands, subject to the Free Zones, shall enjoy the same rights of ownership
of the land and improvements thereto as the rest of the country.
The registry of the Deeds and Properties Organization is obliged to issue title deeds to individuals in
accordance with laws and regulations.

他方、経済特別区での土地所有については、外国人の土地所有について明確な規定はない。あ
るのは、上記のように SEZ 法第 22 条で、同条は、土地を所轄する官庁は土地を含む資産を自然人・
法人に所定の価格で売却する権利を持ち、土地所有権の移転は、土地取得申請書に基づいて建設
終了証を各経済特別区の管理委員会から行われる、と規定する。
もし、外資系企業が土地所有権を持つことができないとすると、土地所有権を持つイランの地
場資本の企業に外資が資本参加した場合、土地所有権を手放さねばならないのかという疑問が生
じる。また、今後、テヘランに上場しているイラン地場企業に外資が証券投資をする場合があり
得るが、その場合に、土地所有権を手放すことはできるのかとの疑問が生じる。そこに、イラン
資本が 51％以上持つ外資系企業はイラン法人とみなすとの民営化法第 5 条 Note5 の規定を持ち出
すのは、この規定が外資系合弁銀行を設立する条件についての規定であることから、牽強付会で
あると思われる。
総合的に理解すると、
「フリーゾーンでは外資系企業は一切土地所有権を持つことはできないが、
その他の地区に進出する場合は、所轄官庁の認可により外資系企業は土地所有権を持つことがで
きる。100％外資の FDI 企業であってもイラン企業として登録することでイランの土地所有権が持
つことができる。
」と一応の結論を出しておきたい。

1.6.

投資形態等

1.6.1. 現地法人と外国法人支店
イランでは、商法により、現地法人を設立することも、外国企業の支店及び事務所の登録許可
法（Law on Registration of Branches and Representative Offices of Foreign Companies in Iran）
（1997 年 11 月 12 日成立）及びその施行法（Executive By-laws on Registration of Branches and
Representative Offices of Foreign Companies In Iran）
（1999 年 5 月 3 日成立）により、支店・
駐在員事務所を設立することもできる。外資企業が現地法人に資本参加することも可能である。
ただし、イランの株式会社を単に買収するのではなく、イランの株式会社を企業分割、合併、営
業譲渡といった組織再編の方法を使って資本参加したりする場合に株式会社法に組織再編の規定
がないことが問題となり得る。しかし、既存のイラン株式会社の少数株主・多数株主になること、
既存のイラン株式会社の株式の 100％を外資が買収して外資の 100％子会社にすることについて
は、問題はないと思われる。
中央銀行が認めれば、外国銀行の支店も外国銀行の現地法人も認められる。フリーゾーン法第
18 条はフリーゾーン内での外銀支店ないし外銀イラン法人の活動を明確に認めている。同法第 28
条では、フリーゾーン内での外国保険会社の支店、外国保険会社のイラン法人の活動には、Bimmeh
Markazi（保険担当省庁であると思われる）の要請により閣僚評議会で認めるとされている。
同法施行法第 1 条は、イランで支店・駐在員事務所の業務ができる外国企業は、当該外国企業
が属する国でイラン企業に支店業務を認めているレシプロシティがある場合だけで、かつその支
店・駐在員事務所の業務を以下のものに限っている。
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①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

商品又はサービスの「アフターサービス」の提供
イランと外国企業の間で締結した契約内容の実施
イランへの投資の調査及び事前計画
第三国における業務のためのイランの技術及びエンジニアリング企業との協力
イランからの石油以外の輸出
技術及びエンジニアリング・サービスの提供及び技術及び専門知識の移転
運輸、製品監査、金融、マーケティング、その他イランの公認機関により許諾を得られるサービス業の
実施

本業務の中には製造業務はない。したがって、イランで生産活動を支店の形態で行うことはで
きず、生産・販売活動をイランで行うためには、外資系企業としてイラン法人により行う必要が
ある。
外国法人が外国法人のまま支店形態でイランに進出し営業活動をする際に FIPPA による投資ラ
イセンスをとることができるかについては明文規定がなく不明であるが、FIPPA の規定によれば、
投資ライセンスを申請し得ると思われる。銀行、金融、運輸といったサービス業で支店形態での
進出では、イランにおける支店が持つ資産が比較的多く、資産の接収や外国送金の禁止措置など
の影響は大きいので、FIPPA による外国投資保護を求める意義があると思われる。外銀支店につ
いては投資ライセンスが取れることについての規定がある。
1.6.2. 外国銀行支店と外資系銀行
中央銀行が認めれば、外国銀行の支店も外国銀行の現地法人も認められる。2009 年 3 月 18 日
付の内閣政令 外国銀行のイランでの支店の設立と営業に関する政令（The Implementing bye-law
for the Establishment and Operations of Foreign Bank’s branches in Iran）がある。そこで
は、持込み資本金 500 万ユーロ以上をハードカレンシーで中央銀行に預金することにより、設立
後 5 年以上、金融機関としての営業実績が 3 年以上ある外国銀行は、支店開設が認められ得る（同
政令第 2 条、第 3 条）
。持込資本により事業を行い、預金準備金は別途中銀の規定による中銀に預
金しておくことになる（同政令第 7 条）
。外国銀行支店の営業においては、利息を使わない銀行営
業法（Law for Usury free (Interest-free) Banking Operations）による（同政令第 5 条）
。利
息を使わない銀行営業をせよとの規制は、利息による銀行業務の経験が少ない邦銀にとってイラ
ン進出をためらわせる原因となるだろう。
外国銀行支店のライセンスは中央銀行より出るが、外国銀行支店も FIPPA の規定により投資し
得る（同政令第 3 条 Note3）とあるので、FIPPA により投資ライセンスを得れば同法による外国投
資保護の対象になる。FIPPA で保護する外国投資の定義は「投資ライセンスを得て既存ないし新
規の経済組織で外国投資家がその資本を投資として利用すること」
（FIPPA 第 1 条）とあるので、
支店形態による外国投資もまた FIPPA の保護の対象になると考えられるからである。
イラン法人としての外資系銀行については、中銀が、2011 年 8 月 16 日付 銀行業務に関する外
国 人 に よ る 投 資 に お け る 外 国 人 の 出 資 比 率 に 関 す る 規 定 （ Regulations related to the
participation of foreigners in investment in banks）
」を出している。
外資のイランの銀行への資本参加は、既存銀行に資本参加する場合でも新規に設立する場合で
も中央銀行の認可を前提に出資比率 40％を限度とする。しかし、例外として、格別の中銀の認可
を得れば 40％超の外資出資比率も可能である（同規定第 7 条）。外資系銀行の社長（CEO）
、取締
役会会長、取締役の過半数はイラン国籍を持っていなければならない（同規定第 10 条）。外国投
資家は FIPPA による投資保護が受けられる（同規定第 11 条）
。
外国政府の資本が 50％以上入っている外国銀行はイランの銀行の株式を買うことも設立するこ
とが禁止されるが、イラン政府との開発銀行に出資することは許される（同規定第 3 条、第 6 条）
。
1.6.3. FIPPA の規定する BOT
FIPPA は外国直接投資を規制する法律ではない。外国直接投資は投資ライセンスを得れば保護
されるので、投資ライセンスを得て外国直接投資を推進してほしいと外国投資家にアピールする
法律である。そのため、投資ライセンスが得られれば、外国投資家は法人格のある現地法人の出
資者・株主になる場合のみならず、外国法人のまま支店形態で投資することも少なくとも銀行業
務では明文で認めているし、契約による投資形態も認めている。この契約による投資形態を FIPPA

24

は BOT、Buy Back、Civil Participation の 3 形態に分けて規定している。
FIPPA の規定する BOT は、民活インフラ事業を project finance の形態で行う投資形態一般を
指しており、BOT と法文上に書いてあるからといって BOO（Build Own and Operate）を除く BT、
BTO、BLOT といった類似の投資形態を排除するものではない。そのことは、OIETAI のウェブサイ
トの FIPPA 及び同施行令の紹介ページにある同法の解説表「FIPPA で可能となる外国投資の方法、
特徴及び仕組み（Methods of Foreign Investment, Features and Facilities available under
FIPPA）
」11において明らかである。そこでは BOT を以下のように定義している。
外国投資家がイラン側パーティとの間で行う、投資対象プロジェクトに現金ないし現金以外の金融資源を投入す
る契約で、外国投資家の責任においてイランにプロジェクト会社を設立するか支店を設立するかの方法で行う。
プロジェクト会社は場合によってプロジェクトの建設と操業を共に行うか建設ないし操業を行う。BOT には個々の
プロジェクトの性格により様々なバラエティがある。

この定義で注目すべきは以下の点である。
① インフラ事業に限るとの限定はないので、製造業、サービス業一般にも適用され得る。BOT
スキームを使って民営化を行うことも可能であると思われる。日本企業が関わった諸外国
での例では、バングラデシュでのアンモニア肥料製造事業やベネズエラでのビレット鋼材
製造事業がある。共にプラント輸出代金を金銭で支払うのではなく、生産物は輸出するの
で生産物の輸出を外資に任せるので、その生産物輸出対価で支払いたいとの現地政府・国
有企業の思惑と政府の外貨準備不足からきている。
② FIPPA 第 3 条第 b 号の、
「BOT 方式では投資資本の回収と利益は投資対象プロジェクトの経
済的成果のみによって行われ、投資資本の回収と利益において政府保証や銀行保証に依存
してはならない。
」との規定は、本定義の「外国投資家の責任において」の意味に反映し
ている。つまり、BOT 方式ではプロジェクトファイナンスで一般的なノンリコースローン
を使って、つまり政府保証や銀行保証が得られない形でという趣旨である。では、全ての
イランでの BOT 方式による投資で政府保証は一切得られないのかについては、債務保証は
しないが契約保証はするとの趣旨だろうことについては 2.1「FIPPA の規定する BOT」で述
べる。本定義及び FIPPA の規定は、あくまで BOT 方式の原則を記載したに過ぎず、リミテ
ッド・リコースローンをどのような場合でも認めない趣旨の規定ではないと思われる。
③ 本定義では建設と操業しか規定していないので、所有することは認められないのかという
疑問が生ずる。所有が明確に認められる BOO は認められないとの趣旨であると考える。BOT
方式自体 Transfer するまでのプロジェクト資産の所有権はプロジェクト会社にあること
を前提にしている。なぜこのような書き方をしているのかと考えれば、民営化法で政府所
有が維持される Group3 の事業の中でも幹線送電線やダム・主要灌漑ネットワークでも外
国資本を導入して BOT 方式をやりたいとの思惑が政府にあるためでないかと推測される。
保守派と改革派の対立を避ける規定であるとすればわかり易い。
FIPPA 第 3 条 Note は、
「外国投資家は（契約によって取ることができる所定の）利益が確
保されていない限り、プロジェクト会社（資本を受け入れた経済組織、BOT 会社）におけ
る外国投資家の所有権の実行は許される。
」と規定する。BOT 契約では契約終了時にプロジ
ェクト会社の資産は現地側に無償譲渡されるが、契約期間中にプロジェクト会社の資本を
段階的に現地側に無償譲渡して行くことも考えられる。この規定は、BOT 契約において操
業中にサービスを受けるイラン側パーティにディフォルト事由が起こった際、外国投資家
は、プロジェクト会社が行使した Buy Back 事項により回収したプロジェクト会社の資産
から契約持分相当を回収して良いとの規定であると思われる。BOT 契約期間中のプロジェ
クト会社の資本の一部無償譲渡後の外資側投資家の出資分相当額では投資元本のみなら
ず所定の利益（シニアローンの利払額が考えられる）が得られない場合を想定している、
と考え得るのである。この規定は BOT 方式におけるプロジェクト会社のプロジェクト資産
11

OIETAI ウェブサイト「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」31-32 頁
http://www.investiniran.ir/en/filepool/44/Foreign-Investment-Promotion-and-Protection-Act-English-?r
edirectpage=%2fen%2febook
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の実質的所有を前提にしなければあり得ないと思われる。
しかし、プロジェクト会社による操業中の対象プロジェクト資産の所有権につきプロジェ
クト会社の所有権登記が認められるかは不明である。Build が終了したら Transfer の登記
によりイラン側が形式的には所有権を持つが、契約によりプロジェクト会社は実質的所有
権を確保するという規定の仕方をイラン側、イラン政府は要求することがあり得るとも想
定できる。それは BTO であるが、BOT の一種であるとの主張である。
ただし、OIETAI 編集の“Guide to Invest in Iran”には、BOT 方式の中には BOO もあり
得るとして以下の記述があるので12、上記の解釈は狭すぎるとして、OIETAI はより広く解
して構わないという可能性が高いので留意されたい。
Foreign “Indirect” Investment （Non-equity Forms） under contractual arrangements which
provides for any type of investment defined under the FIPPA other than direct investments.
Although the arrangements recognized under the FIPPA are limited to: Civil Participation*,
Buy- Back and BOT arrangements, but each of the a.m. forms may be subdivided by different
types under the same title. Of importance, we may mention different types of BOOT, BOO, BLT,
ROT, etc schemes as well as Project Financing and Profit Sharing arrangements. In other words,
any type of investment in which the investor does not have an equity stake and/or is not
qualified from ownership standpoint will fall under this broad category to be known as
“Indirect” investment. This category provides for foreign investors to enter into areas
which are even closed to the private sector or areas in the upstream fields or national projects
in which a direct participation in not, by law, permissible.

④ プロジェクト会社が外国法人のままの支店の形態をとることがあり得る。上記 1.6.1「現
地法人と外国法人支店」で述べたように、支店形態は製造業では認められない。建設期間
中はエンジニアリング事業、操業中は公共サービスを提供するサービス事業であるとすれ
ば、外国企業の支店形態での事業も認められるだろう。BOT 方式を製造業で行う場合はイ
ラン法人による事業しかできないこととなるだろう。
BOT 方式による投資については下記 2.1「FIPPA の規定する BOT」でも言及する。
1.6.4. FIPPA の規定する Buy Back 方式
Buy Back 方式による外国投資を、「出資持分という考え方は適用されない」投資方式であると
して、上記の解説表「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」13では Buy Back 方
式による外国投資（Buy Back Arrangement）を以下のように説明している。
外国投資家が、投資先企業の建設、拡張、ないし改修のために、現金ないし現金以外の金融資源を投入して、投
資先企業の生産する財・サービスないし他の財で投資の回収をする。

Buy Back 方式による典型的な海外投資は、石油・ガスの探鉱・採掘事業における外国企業との
契約であると思われる。
石油・ガスの油井は、民営化法第 2 条 Group3 により国有セクターにその事業活動が限定されて
いるために、外資企業のみならずイランの民間企業も石油・ガス田の開発事業はできない。しか
し、石油ガス田を開発・改修するためには外国企業の資金・技術が必要である。外国企業は、投
資した資金の回収を石油・ガス田の所有権を持つ政府・国有企業との PS 契約で行いたいが、イラ
ンは生産物の所有権は国家セクターにあるとして PS 契約を認めない。
そこで特定の石油ガス田の探鉱・採掘事業に資金・技術を提供した外国企業に当該石油ガス田
から採掘された石油ガスを売る契約をイラン石油省（Ministry of Petroleum）・国有企業と締結
し、その売買条件の中で、外国企業による資金・技術が回収できるようにしている。その際の石
油ガス田開発のためにイラン石油省・国有企業と結んだ契約における外国企業による資金・技術
分を、FIPPA は Buy Back 方式による外国投資として認めていると考えられる。外国投資家は開発
に投下した資本を投下先の石油ガス田より採掘された石油ガスを買うことで回収するので、Buy
12

OIETAI 編集「Guide to Invest in Iran」18 頁(注)
http://www.bicc.org.uk/downloads/GuideToInvestinIran.pdf
13
前掲注 11「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」31-32 頁
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Back すなわち買戻しになると思われる。
FIPPA による保護が受けられるため、外国企業は石油ガス開発のためにイラン国有企業に投下
した資金・技術分につき投資ライセンスを受けることになる。投資ライセンスを得れば、国有化、
輸出禁止、輸出禁止に伴う外貨送金禁止、内国民待遇違反、法律・政令による金融契約の実行禁
止により被った損害について補償を得られることになる。
Buy Back 方式による海外投資では、石油ガス開発契約以外思いつかない。石油ガス開発契約に
ついては下記 1.6.6「現地法人を作らない外国投資としての石油ガス開発契約」で後述するよう
に新しい IPC 契約という契約形態が提案され、従来の Buy Back 契約に代替すると報道されている
が、
新 IPC 契約は FIPPA の文脈の中では Buy Back 方式のバリエーションであると考えられる。
FIPPA
第 3 条第 b 号の規定により、本 Buy Back 方式による外国投資も BOT 同様、政府保証、国有企業保
証、銀行保証は得られないことが前提となっている。
本 IPC 契約は、憲法における石油ガスは国有であるという考え方に沿うので、政府承認は必要
であるが国会承認は不要であると石油省は説明する。Buy Back 契約は埋蔵分と採掘分は国有だか
ら外資には買う権利しか与えないとの考えを変えて、IPC 契約では、憲法規定は埋蔵分の国有だ
けを規定するので、採掘分の取り分は内外両者で分けるとした。採掘分の所有権は新しい合弁契
約事業体（非法人格であると思われる）が持つとの考え方で、世界に多い石油ガス生産物分与契
約（PS 契約）の考えに近い。
石油省は、Buy Back 契約が、国際的な石油開発契約である PS 契約に比し、外国石油企業にと
り以下の点で不利であったのを改めた。
①
②

③

外国石油企業が関与する期間（開発＋回収）が数年程度と短い（PS 契約では 20 年～30 年程度）
。新契約
では外国石油企業の契約期間を 20 年～25 年にする。
生産開始後のオペレーターシップはイラン側（国有石油公社かその子会社）に移転され、外国石油企業
は生産に関与できない。国際石油企業に支払われる報酬額（目標生産量未達の場合減額）がイラン側の
パフォーマンスに依存することになり、外国石油企業側はコントロールできない。新契約では、イラン
側と外国石油企業で合弁契約を締結し、イラン側はテクニカル・パートナー、外国石油企業はマネージ
ャーとなり、外国最新技術を使い効率的な生産ができるようにし、投資とリスクを両社で協力して負担
するため、報酬額に外国石油企業も関与できる。ただし新契約では 51％以上の現地調達を要求しており、
実際に可能かが問題となる。
投下資本金額、金利、報酬（投下資本×一定率）が契約時に決定するため、作業開始後の超過コスト（コ
ストオーバーラン）は外国石油企業側の負担になる。新契約では、外国石油企業の最新の技術と世界市
場への輸出能力を踏まえ、国際市場での石油ガス価格の動きも反映させ、超過コストをイラン側と外国
石油企業側で配分することにした。

1.6.5. FIPPA の規定する Civil Participation
前述した OIETAI の解説表「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」では、Civil
Participation 方式による外国投資について以下のように説明している14。
共同事業をするにあたり法人を設立しないで良い契約による投資形態で、投資当事者の投資回収と投資当事者間
の利益分配はパートナーシップ契約によるものをいう。Civil Participation は外国投資家がイランで法人格を得
ないで投資における優遇措置を得られる全ての事業形態を指す。Civil Participation による資金調達方法は、投
資当事者の帳簿に記載されてイランで登録を受けなければならない。

本 Civil Participation は、
法人格を持たずに行う契約による合弁契約全般を指すと思われる。
法人格を作らない方が有利な外国投資として、投資の早期回収が得られる場合、利益配分を出資
比率によらない方が良い場合、利益配分を現金によらずに現物にしたい場合、合弁事業としての
資産を持たない方が良い場合が考えられる。中国やベトナムで法人格を得ずに外資が合弁事業を
する場合として、縫製品の製造やホテル投資が考えられた。
外資は合弁契約期間の前半で投資による生産物を全部受け取り、地場側は合弁契約期間の後半
で投資による生産物を全部受け取り、契約期間終了後は、投資資産は全て地場側投資家の所有物
となるとの契約が典型的である。合弁契約期間終了後は合弁事業による資産は全て地場側に移る

14

前掲注 11「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」31-32 頁
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ことを前提に多くの途上国は契約による合弁事業を認めることが多いが、イランではとのような
行政指導が行われるかは不明である。
イランで想定される Civil Participation は、石油化学コンプレックスの民営化事業に外資が
参加する形態として使われる場合である。また、イランでは、鉱業法（Mining Act）による投資
の形態でも使われるかもしれない。鉱業法に英訳はあるがロイヤルティ水準、探鉱・採掘別の利
権期間、環境社会評価など、基本的なことすら書かれておらず、政令以下の法令に英訳はないの
で不明である。鉱山法におけるこれらの事項についての記載の仕方は以下のとおりである。ロイ
ヤルティは採掘鉱山ごとに政府が徴収すると鉱業法第 1 条 Z で定義を書くだけで、鉱物ごと、規
模ごとにどのような水準で徴収するかの記載はない。採掘期間は鉱業法第 9 条で最大限 25 年間と
記載するが、採掘ライセンス期間の裁量基準について記載はない。探鉱期間について鉱業法第 6
条は政令により決められると規定するのみである。鉱業法第 6 条 Note 2,3 は、探鉱料について産
業鉱業商業省が毎年提案し、鉱業高等委員会の承認により決めると規定する。この規定では探鉱
料が毎年変わることが想定され、法的予測可能性を低くする規定の仕方である。環境社会評価を
せよとの規定はないが、鉱業法第 14 条 Note5 は、高等鉱業評議会（High Mine Council）の承認
のもと、ロイヤルティ支払い分の最大 20％を、環境保護、生産性向上、R&D にかかる費用に使っ
たとして、控除してロイヤルティを支払うことを認めている。他方、鉱業法第 14 条 Note6 は、鉱
山のある地域のインフラ建設、福祉向上、地域発展のためとして、ロイヤルティの 15％を採掘ラ
イセンス所有者に課すと規定している。
イラン国営石油化学会社（National Petrochemical Company：NPC）は多くの石油化学コンプレ
ックスの民営化を進めたが、金融制裁で外資が入らないため、工事は進行途中のものが多い。民
営化した側の NPC ないしその傘下企業と民営化に参加したイラン企業と外国投資家の間で Civil
Participation 契約を締結すれば、石油化学コンプレックスは、外資の資金と技術若しくは輸出
先・ 販路を得 て、操業 を開 始できる 。外資の側は プラント 輸出が主たる 目的でも 、 Civil
Participation 契約を結ぶことにより、生産物の販売代金から優先的に回収し利益を確保するこ
ともできる。プラント輸出の延払い金融が得られない場合でも、プラント輸出ができ、合弁事業
の出資者として経営に関わることにより、操業の効率化とマーケティングの新展開・効率化が可
能となるかもしれない。合弁契約期間の間は外資側が契約により経営権を持つことも可能である。
外資側出資分は FIPPA により投資保護の対象となるし、外貨送金禁止等の政府の措置があったと
しても補償は要求できる。
金融制裁が解除されない間は Civil Participation 契約を結ぶ意義はあるかもしれない。現物
取引ができるので金融取引をしないで済むこと、対外契約においては地場企業の名前で行うこと
ができるので、外資が表に出ないで済むことがメリットと考えられるからである。
しかし、金融制裁解除後は、投資利益の不均等配当及び投資早期回収のため以外に使う意義は
乏しくなると思われる。日本の商法の匿名組合のような制度がない状況下で、地場企業の会計と
別会計の合弁事業の会計を法人格のないままで行うことは、たとえ経営権が外資側にあったとし
ても、困難と思われる事態が想定されるからである。金融制裁解除後はイランに外資が出資する
現地法人をおいて事業をした方が、出資当事者の権限と責任を合弁契約のみならず会社定款でも
規定できる場合が多くなるからである。
1.6.6. 現地法人を作らない外国投資としての石油ガス開発契約
現地法人を作らない外国投資の形態には、外国法人の支店、Civil Participation 方式による
投資、そして Buy Back 方式による投資がある。BOT 方式による投資は現地法人を設立するか外国
法人の支店形態を使う投資である。上記 1.6.1「現地法人と外国法人支店」と 1.6.2「外国銀行支
店と外資系銀行」で、イランに現地法人は作らないが、外国法人の支店形態で事業をする場合に
ついては前述した。以下に、石油ガス開発契約につき詳述する。
諸外国の石油ガス開発契約の多くは PS 契約であり、外資法の投資認可対象外とする途上国もあ
る。イランは石油ガスの探鉱・採掘の開発において外資がイラン法人を設立して行うことを認め
ないし、PS 契約自体認めない。前者では、外資系企業がイランの国有資産である石油ガス資源を
所有することになるからである。PS 契約は、外資ないし外資系企業は地中にある石油ガス資源の
所有権は持たないが、採掘され地上・海上に上がってきた石油ガスについては契約により持ち分
を認めるという考えだ。イランの場合、外資ないしは外資系企業に採掘された石油ガスの持ち分
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を認めることは、外資ないし外資系企業に石油ガスの所有権を認めることになるとして、PS 契約
も認めない。外国投資家は開発した石油ガス田から採掘される石油ガスの所有権はイラン国有企
業（NIOC とその傘下国有企業）にあることを認めた上で、そのイラン国有企業の持つ所有権を石
油ガス売買契約により移転するという考え方をとる。そこで外資は石油ガス開発に投下した資本
と利益を石油ガス売買契約の中で投資回収をする他ないことは、上記 1.6.4「FIPPA の規定する
Buy Back 方式」で前述した。
（以下、IPC 契約の内容に関する説明は 1.6.4 の記述と重複する部分もあるが、石油ガス開発
契約として重要であるので、あえて再掲している。
）イラン石油省は、2014 年 2 月に、従来の Buy
Back 契約を IPC 契約と呼ぶ新石油開発契約に改めるべく、モデル契約の考え方を公表した。本 IPC
契約は憲法における石油ガスは国有であるという考え方に沿うので、政府承認は必要であるが国
会承認は不要であると石油省は説明する。従来の Buy Back 契約における埋蔵分と採掘分は国有だ
から外資には買う権利しか与えないとの考えを変えて、IPC 契約では、憲法規定は埋蔵分の国有
だけを規定するので、採掘分の取り分は内外両者で分け得ると考えている。採掘分の所有権は新
しい合弁契約事業体（非法人格であると思われる）が持つとの考え方で、世界に多い石油ガス生
産物分与契約（PS 契約）の考えに近い。
石油省は、Buy Back 契約が国際的な石油開発契約である PS 契約に比し外国石油企業にとり以
下の点で不利であるのを改めた15。
①
②

③

従来の buy back 契約は外国石油企業が関与する期間（開発＋回収）が数年程度と短い（PS 契約では 20
年～30 年程度）
。新契約では外国石油企業の契約期間を 20 年～25 年にする。
従来の Buy Back 契約では、生産開始後のオペレーターシップはイラン側（国有石油公社かその子会社）
に移転され、外国石油企業は生産に関与できない。国際石油企業に支払われる報酬額（目標生産量未達
の場合減額）がイラン側のパフォーマンスに依存することになり、外国石油企業側はコントロールでき
ない。新 IPC 契約では、イラン側と外国石油企業で合弁契約を締結し、イラン側はテクニカル・パート
ナー、外国石油企業はマネージャーとなり、外国最新技術を使い効率的な生産ができるようにし、投資
とリスクを両社で協力して負担するため、報酬額に外国石油企業も関与できる。ただし新 IPC 契約では
51％以上の現地調達を要求しており、実際に可能かが問題となる。
従来の Buy Back 契約では、投下資本金額、金利、報酬（投下資本×一定率）が契約時に決定するため、
作業開始後の超過コスト（コストオーバーラン）は外国石油企業側の負担になる。新 IPC 契約では、外
国石油企業の最新の技術と世界市場への輸出能力を踏まえ、国際市場での石油ガス価格の動きも反映さ
せ、超過コストをイラン側と外国石油企業側で配分することにした。

本 IPC 契約では、開発段階での外資側の負担を石油ガス売買契約に関連付け、かつ、生産段階
でも外資のコミットを認めることで、探鉱・開発・生産・売買の各段階を統合してより効率的な
石油開発契約になっているという意味で IPC というものと思われる。
本 IPC 契約のモデル契約は、2015 年 11 月 28 日にテヘランの石油を巡る国際会議で Zanganeh
石油大臣により正式に公表されたとの記事はあるが、内容は不明である。公表直前に石油省広報
部長を訪問したが、当該モデル契約の内容についての説明は一切なかった。
IPC 契約の内容を内閣は承認したとの現地報道は、2015 年 9 月 30 日付で存在している。官僚制
の弊害なのか、実際に文書が周知されていないのかは不明であるが、イランの外国投資誘致のマ
ーケティング戦略には問題があるといわざるを得ないと思われる。
2004 年に国際石油開発を中心とする日本側コンソーシアムとイラン国有企業の間で、アザデガ
ン油田開発に向けた Buy Back 契約の基本契約調印で 124 億円を投じて得た日本側の 75％の権益
と探鉱・開発のオペレーターシップは、米国の圧力と金融制裁により 2010 年に放棄された。2009
年、2011 年、中国国営石油 CNPC がアザデガン油田開発契約に調印し、オペレーターシップを得
て開発し生産にこぎつけたが、5 万 b/d の生産量は計画を大幅に下回るとして、生産の遅れの理
由となり、2014 年 5 月にイラン石油省は CNPC との契約打切りを発表している。金融制裁解除に
より日本側コンソーシアムは再度本アザデガン油田開発に向けた契約交渉をすると思われるが、
その際は本 IPC 契約が適用されることになる。

15

Clyde & Co.の 2014 年 5 月 11 付インターネット記事“Iran’s new Integrated Petroleum Contracts”を参照
した。

29

２．イラン投資保護促進法（FIPPA）施行令第 3 条第 b 号で規定する BOT、Buy Back、
Civil Participation の 3 形態の概要
2.1.

FIPPA の規定する BOT

2.1.1. 想定される BOT 事業
FIPPA の規定する BOT 方式の性格は、契約方式による投資であること、政府保証がない投資で
あること、民活インフラ投資に限らないこと、Value for Money（VfM）は要求されていないが
Viability Gap Funding（VGF）はあり得ると考えられることである。なお、イランに一般的な PPP
法令はない。BOT 方式について FIPPA 関連法令は、FIPPA 施行令の第 3 条第 b 号、第 4 条第 b 号
2.2、第 9 条、第 10 条、FIPPA の第 3 条第 b 号に規定がある。その規定によると以下が考えられ
る。なお FIPPA 施行令第 3 条第 b 号規定の経済財務省が用意する投資形態と投資枠組みはいまだ
出されていない。
BOT については、実際に、国内企業が西アゼルバイジャン州で、2 件の浄水場案件で大臣を迎え
て BOT 事業の開所式を行なったとの現地新聞報道が 2014 月 8 月にあった。イラン法人を設立し、
当該イラン法人が建設ないしリハビリテーションの発注を行い、一定期間、所有・運営を行い、
その後現地政府側に無償で引き渡すものである。FIPPA 施行令第 9 条は資産譲渡の方法に段階的
な方法と BOT 期間到来時に一括譲渡するものがあると規定している。段階的な資産譲渡に際して
は、外資は BOT 企業の資本を段階的に現地政府・国有企業に渡すので、残りの分については持分
所有権を持つことを、FIPPA 第 3 条第 b 号の Note が確認している。
FIPPA 施行令第 10 条は、
「外国投資家の持つ財産権は、外国投資委員会の確認を得れば、BOT 契
約において、金融を提供する組織に譲渡して良い。
」と規定する。シニアレンダーは、BOT のプロ
ジェクト会社は操業期間中イラン側のパーティに財・サービスを供給する長期売買契約を締結し、
プロジェクトファイナンスの担保として、プロジェクト会社からこの長期売買契約の担保のため
に債権譲渡を受ける（長期売掛債権を担保にするためである）。この債権譲渡につき、確認を受け
よと言っているのである。また、BOT 会社（プロジェクト会社）の支払不能によりシニアレンダ
ーが step in right を行使して BOT 会社の所有者になる場合は、外国投資委員会の確認を得よと
規定している。シニアレンダーは従来の投資家に代わる BOT 会社を指名して事業を続けるのであ
る。
BOT 契約では、一定期間経過後に現地側に無償譲渡することを想定している。段階的に資本持
分を譲渡とするのか、一括譲渡するのかの選択はある。投資会社として BOT 会社を作るのが普通
であるが、OIETAI はイランでは支店形態による投資も想定しているようである。前述した OIETAI
のウェブサイトにおける解説表「FIPPA で可能となる外国投資の方法、特徴及び仕組み」の BOT
の定義条項に、project company をイラン現地法人として設立するかイランに支店を設立するか
による、との記載がある。
2.1.2. BOO 方式の可能性
本 BOT に関する規定は、BOO のような一定期間後に BOO 会社の資本譲渡をするか継続するかを
決めておかない方式は想定していないと思われる。つまり、BOO での有償資産譲渡や一定期間後
の BOO 会社の存続という方式は、イランにおいては、現状は認められないと考えられる。しかし、
BOO も可能とするイラン側の説明を現に OIETAI の公務員は語っているし、その旨規定するインタ
ーネット情報もある。BOT に比して BOO の方が期間終了時の有償譲渡ないし事業継続があり得る
ので、収益採算は低くても投資家は集まり易い。BOT は無償譲渡するために一定期間内での収益
を高く設定する必要があるからである。民営化法と国有資産の兼ね合いで、外資がインフラ会社
を期間後も所有し続けることには、国会内外のイラン保守派の反発があり得るので、BOO 方式は
ないとしているのかもしれない。
2.1.3. Viability Gap Funding（VGF）の可能性
FIPPA 第 3 条第 b 号は、Civil Participation、BOT や Buy-Back で行われる外国投資は、全ての
対象分野におけるプロジェクトのキャッシュフローによる事業であるとしており、政府保証も国
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有企業保証も出ないし、銀行保証も出ないとしている。しかし、この保証とは融資に対する債務
保証であると思われる。FIPPA 施行令第 11 条は「投資プロジェクトにおいて、政府機関が唯一の
買い手になっているか、政府が補助金を出す価格で財・サービスが提供される場合は、政府機関
は、法的枠組みの範囲内で、契約により決められた品質と価格で財・サービスを購入することを
保証することができる。
」と規定する。政府は債務保証はしないが契約保証はする、との趣旨であ
ると思われる。
「政府が補助金を出す価格での財・サービスが提供される場合」とは、Viability Gap
Funding（VGF）をする場合があることを想定していると思われる。
高速道路や鉄道事業で利用者が支払う料金だけでは、プロジェクトのキャッシュフローが不足
し、BOT 事業の採算が取れない場合、政府が、利用者が支払った料金に比例して補助金を出して
採算をとれるようにする仕組みを Viability Gap Funding（VGF）という。
Value for Money（VfM）の考えの導入があるかないかは不明である。他のアジア諸国の PPP 法
では Value for Money（VfM）を要求していないので、イランも Value for Money（VfM）がない案
件を提案してくる可能性がある。その際はイラン政府に Viability Gap Funding（VGF）の法的仕
組みを作るように FIPPA 施行令第 11 条に基づき提案すれば良いと思われる。
イラン側は、1988 年国内銀行とのパートナーシップによる交通インフラ建設に関する法律（The
Act on Construction of Transport Infrastructure Projects through Partnership of the Banks
and other Financial Institutions of the Country）
（道路都市開発省（Ministry of Road and Urban
Development：MRUD の所轄）による投資で投資優遇が得られる、と 2015 年 3 月に日本において説
明している。同法は入手していないため詳細は不明であるが、操業期間中法人所得税なし、操業
期間終了後所有権は国に（capital gain が得られるとあるので有償譲渡）、Viability Gap Funding
（VGF）がある。高速道路料金は投資家が決められる、との説明であった。
この投資方式に外資が参加するとすれば、FIPPA での BOT 方式の一種になると思われる。プロ
ジェクト会社を現地法人ないし外国法人の支店の形態で設立しないで契約による合弁事業とする
なら Civil Participation に入ると思われる。

2.2.

FIPPA の規定する Buy Back 方式と Civil Participation

Buy back 方式については、上記 1.6.4「FIPPA の規定する Buy Back 方式」と 1.6.6「現地法人
を作らない外国投資としての石油ガス開発契約」で述べた。
Civil Participation については、1.6.5.「FIPPA の規定する Civil Participation」で前述し
た。FIPPA 施行令第 3 条には Civil Participation についてコメントが付いており、そこでは
“Civil Participation is similar to unincorporated partnership”とされている。国有企業
の持つ資産・工場を契約による合弁事業にして、所有権は国有企業のままで外資の資金と技術に
より建設・改修し運営権を持つものと思われる。FIPPA 施行令第 3 条第 b 号により、本 Civil
Participation でも BOT 同様、政府保証、国有企業保証、銀行保証は得られないことが前提とな
っている。
現在、石油省傘下の国有企業が持つ、多くの製油所、石化工場建設が計画中か進行中である。
しかし、イラン民間資本は資本と技術と販路を持たないので、計画は進行していないし、止まっ
ていることが多い。それを外資との間の契約にすれば、数多くの計画中の製油所、石化工場の建
設・改修・運営がうまくいくとの考えであると思われる。
イラン法人を設立しないで行う場合は、石油ガス、鉱物の資源開発にこの方式が適用される可
能性もある。しかし、それらはイラン国家の所有である天然資源を開発する Buy Back 契約及び
IPC、鉱業契約に基づく探鉱・採鉱の上流工程であり、本 Civil Participation とは異なると思わ
れる。それは、イラン石油省・産業鉱業商業省の管轄であり、経済財務省の管轄ではないと思わ
れるからである。ここでは、下流工程にあたる精製・精鉱・石化製品製造事業へ現地法人なしで
外資が参加する方法であると思われる。
インドネシア、タイなど多くの国で、天然資源の探鉱・採掘は外国投資法の管轄外であるとい
う考えは採用されている。銀行業務への外国投資は中央銀行の管轄で外国投資法の管轄ではない
という考えも多くの国で採用されている。外国法人である外国銀行支店、現地法人である、外資
合弁銀行、100％外資銀行の業務認可は、当該国の金融政策によるとの考えによる。
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３．直接投資に関する機器の輸入関税と付加価値税（VAT）免除
3.1.

FDI の持つ機器・部品・原材料の輸入関税・VAT 免除措置

イランに直接投資する際の、機器・部品・原材料の輸入関税及び VAT については、フリーゾー
ン向け投資、経済特別区向け投資、その他の地区向けの投資によって、以下の表３－１のごとく
扱われると思われる。
表３－１：イランに直接投資する際の輸入関税及び VAT
経済特別区での
フリーゾーンでの
製造業・鉱業
全ての事業
病院・ホテル業
資本財

輸入関税・VAT は免除

輸入関税・VAT は免除

原材料・中間品

輸入関税・VAT は免除

完 成品を 本土 に輸出す
る場合の原材料・中間品

付 加価値 に応 じて各 フ
リ ーゾー ン当 局がディ
ス カウン トす るが支払
う（30-70%程度）

輸入関税・VAT は免除
経 済特 別区ご とに フリ
ーゾーン・経済特別区高
等評議会が主催する
commission 16 が決めた付
加 価 値 に 応 じ て
Discount するが支払う
（30-70%程度）

完 成品を 国外 に輸出す
る 際の完 成品 製造用の
輸入原材料・中間品

輸入関税・VAT は免除

輸入関税・VAT は免除

その他の地域での
製造業・鉱業
病院・ホテル業
輸入関税・VAT は免除
輸入関税・VAT は課税

免除（reimburse）なし
※要確認17

諸外国には外資系企業に現物出資された資本財についての輸入関税と VAT は免税とするという
規定がある場合があるが、イランにはそのような規定はなく、生産用に投資された資本財の輸入
関税と VAT は、現物出資されたものか否かを問わず免除されると規定する。
なお、フリーゾーン、経済特別区への投資については根拠規定があるが、その他の地区への投
資については、イラン投資・経済・技術援助機構（OIETAI）への質問書に対する回答と南ホラサ
ン投資サービスセンター編「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」18の記述による。
経済特別区とその他の地区への投資については、製造業投資については、生産に必要な機器
（machinery and equipment）の輸入関税は免除され、また輸出のために輸入した原材料・部品に
ついての輸入関税も免除される。この規定はサービス業投資について適用されないから、サービ
ス業投資においては、たとえ必要な機器があったとしても輸入関税は免除されない。
ただしホテル・病院投資については法人税免税が製造業投資同様受けられるので、ホテル・病
院投資に必要な機器の輸入関税については免除され得ると思われるが、この点の確認は OIETAI か
ら得られなかった。ホテル・病院投資では、医療機器やホテル設備機器・調理機器など輸入機器
の投資に占める割合が大きい。それら設備の輸入関税の免除措置がなければ、収益採算は悪くな
る。特に減価償却期間の上限が 15 年であるイランで、建物の減価償却負担が大きいホテル事業へ
の投資家は集まらないだろう。また、それらの設備機器を外資側が現物出資する際に、輸入関税
を課せば、それだけ合弁企業における外資側出資持分が高くなり、イラン側に不利な事態が生ず
16

経済特別区の設立と運営に関する法律施行令（SEZ 法施行令）（Executive By–law for Establishment and
Management of Special Economic Zones）第 13 条は、付加価値は、産業鉱業省、商業省、中央銀行、税関、フリ
ーゾーン・経済特別区高等評議会事務局、当該経済特別区管理委員会の代表で構成され、同事務局内で開催され
る commission で決める、と規定している。
17
「免税なし」の根拠となるのは 1998 年 11 月 25 日制定の商業大臣（当時）令である。1998 年という古い大臣令
であることと、産業鉱業大臣令という大臣令という下位の法令であることによる。しかし、
「南ホラサン省におけ
る投資機会、潜在力について」
（前掲注 9）でこの大臣令が引用されており、現在でも有効だと思われる。しかし、
競争力ある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（障害除去法）という全面的に新しい投
資優遇法の 2016 年 3 月 21 日以降の施行下において変更がある可能性があるので、
「要確認」としている。
18
前掲注 9「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」187 頁、189 頁
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る。確認が必要な事項である。
原材料・部品の輸入関税は、それら原材料・部品を使って生産し輸出する場合にのみ、免除措
置が受けられる。イランで国内販売用の財をイランで生産するために輸入した原材料・部品につ
いては、輸入関税は免除されない。

3.2.

FDI が利用する機器・部品・原材料の輸入関税・VAT の免除措置

3.2.1. 生産用機械の輸入関税と VAT の免除及び輸出財生産のために輸入する原材料・部品の輸
入関税と VAT の免除
FDI の利用する機器・部品・原材料の輸入関税・VAT の免除措置の根拠については、関税法（Custom
Affairs Law）関連法に記載があり、FDI 関連法に記載がないために根拠法令を探すのが困難であ
る。イラン外国投資促進保護法（FIPPA）及びその施行令はおよそ投資優遇措置の内容を記載して
いない。直接投資優遇税制の一部として輸入関税の免除措置を記載するのは不適当であるという
考え方は、海外直接投資誘致機関が FDI 向けの one stop office になるとの考え方に程遠いもの
と思われる。海外投資の投資ライセンスを経済財務省傘下の OIETAI から得ることと、商業省が担
当であった輸出入認可と産業振興の観点からの産業鉱業省の行っていた生産用機械の判断業務は
それぞれ別との考えは、官僚制の弊害を生むものでしかないように思われる。2011 年 8 月より商
業省と産業鉱業省は省庁再編で合併し産業鉱業商業省となっているにも関わらず統一的な判断は
外部からは見えにくいのである。
現物出資する輸入生産機械の輸入関税は免除されることの根拠規定もまた関税法関連法令によ
るとイラン政府は考えている。この規定では、直接投資をする際、法人所得税の減免措置が受け
られる病院、ホテル事業における、輸入機器の関税、及びそれらを現物出資する際の輸入関税の
処理についての疑問を生むことにつき前述した。病院、ホテル事業での設備機械を生産ラインで
使用する機械として産業鉱業商業省が認めるかという問題である。
直接投資に関連する関税免除について書いてある文書を探すと、上記の「南ホラサン省におけ
る投資機会、潜在力について」19に、イラン全体に適用される以下の規定についての説明がある。
(i) 生産用機械の輸入関税の免除について
・1971 年法関税法第 119 条 GH に「生産ラインに使用する機械の輸入については、産業鉱業商業
省の認可を得れば、輸入関税及び VAT は免除される。」とある。「輸入関税及び VAT」と訳した
部分は“entry payment”に相当する20。
・2016 年 3 月 21 日より施行される競争力ある生産をするための障害を除去し金融システムを促
進する法律（障害除去法）の第 38 条は、
「現地生産とビジネスがやり易くなることを支援し生
産拠点の通関手続を簡易化するため」の規定であり、第 h 項は以下のように規定する。
通関法第 119 条第 r 項に規定する生産ラインに使われる機械の輸入関税（import charges）の免除に関する規
定は、以下のように改める。
r. 生産拠点、産業拠点及び鉱業拠点に必要な生産機械の輸入については、産業鉱業商業省の確認を得て
認められる。

本改正前の通関法第 119 条第 r 項の規定内容が不明であるため、本改正でどこが変わったかは
不明であるが、輸入関税の免除を廃止して、場合により輸入関税を課すという趣旨ではないと思
われる。考えられる趣旨としては、従来は認可（approval）が必要だったものを確認（confirmation）
にかえて簡易化を図り、生産拠点、産業拠点、鉱業拠点（production,industrial and mining units）
と明示することにより新たに法人税が優遇されるホテルや病院が導入する機械（エレベーター、
発電機、医療機械）の輸入関税も免税になる可能性を増やす、という趣旨があり得る。

19
20

前掲注 9「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」187 頁、189 頁
前掲注 9「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」189 頁
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(ii) 輸出財の生産ないし産業機械・器具の生産のために必要な輸入原材料の輸入について
1998 年 11 月 25 日付の商業大臣（現・産業鉱業商業大臣）令に、「機械・器具生産者が産業機
械・器具を生産するために必要な原材料と部品の輸入関税及び VAT の支払い、及び、産業鉱業省
（現・産業鉱業商業省）が認めた分類に入る場合の原材料と部品の輸入関税及び VAT の支払いは
免除される。
」とある。
上記によれば、2 つの場合が規定されている。まず、機械・器具生産者が産業機械・器具を生
産するために必要な原材料と部品についてかかる輸入関税と VAT は免除される。次に産業鉱業商
業省が認めた分類に入る場合の原材料と部品の輸入関税及び VAT の支払いは免除される。
後者の産業鉱業商業省が認めた分類には、同令第 12 条、第 14 条、第 19 条による 3 種類があり、
全て輸出のための輸入品の場合である。同令第 12 条は「輸出品の生産、最終仕上げ、梱包に使わ
れた輸入原材料で暫定的に支払う約束をしたか支払った輸入関税と VAT は輸入手数料を除いた分
につき免除される」と規定する。
同令第 14 条は「消費者保護庁及びその他の恩典で、法令の定める輸出品の完成、建設、準備、
梱包に使われる原材料と部品は、当該財のコストと手数料を除き、輸出者に返還される。
」と規定
する。輸出者の得た恩典（differentials of obtained money, received funds）の内容は不明で
あるが、輸入関税と VAT の支払いの免除措置分を恩典と規定していると思われる。同令第 14 条
Note3 は、
「輸出品を生産するために使われた原材料と財の輸入についての輸入関税の免除は、最
終輸入がなされた後に返還という形で実行される。
」と規定する。部品・原材料の継続的な輸入に
より生産がなされた場合を想定していると思われる。同令第 14 条 Note4 は「消費財の生産が国内
でなされたが、原材料が輸入されている場合、原材料に関して支払った輸入関税と VAT は返還さ
れ得る。
」と規定する。消費財生産用の輸入原材料の輸入関税につき格別に確認している意義は不
明であるが、輸出者、生産者、輸入者が異なる場合を想定しているのかもしれない。例えばホド
ロによるプジョー・ブランド車の生産と輸出そして部品の輸入でこのような規定が必要となるの
かもしれない。同令第 14 条 Note5 は、
「輸入原材料・部品を使って国内で生産された財が、同財
と同様な財について税金支払いを免除されている組織ないしは人に売却された場合に、本条に基
づき輸入原材料・部品の輸入関税の返還は生産者になされる。」と規定する。輸出者と生産者が異
なる場合を想定していると思われる。
同令第 19 条は「政府は輸出者の輸出を奨励するために毎年輸出者の支払いにつき予算措置をと
ることができる」と規定する。本規定の輸出者の支払いに輸入関税があると考えよとの趣旨であ
るが、この規定では輸入関税の全額免除でなくても良いことになる。
3.2.2. 輸出用製品を製造するための原材料・部品の場合
上記 3.2.1「生産用機械の輸入関税と VAT の免除及び輸出財生産のために輸入する原材料・部
品の輸入関税と VAT の免除」により、輸出用製品を製造するために必要な原材料・部品にかかる
輸入関税と VAT は全額免除される。さらに、機械・器具生産者が産業機械・器具を生産するため
に必要な原材料と部品についてかかる輸入関税と VAT は免除される。
また、2016 年 3 月 21 日より施行される障害除去法第 38 条第 c 項は、輸入した原材料・部品・
包装材について一旦支払った輸入関税の還付業務をスピードアップするための措置を以下のよう
に規定している。
障害除去法第 38 条第 c 項
国家管理計画庁と国税庁(Iranian National Tax Administration)は、輸入関税の払戻し業務をスピードアップす
るため、税関（Customs Administration）が払い戻すのに必要な現金を毎年支払う。
払戻しは現金でかつ年度以内になされる。国内で生産するか完成品にするかないし輸出貨物の包装するために
輸入した原材料、商品、部品について税関に支払った輸入関税は税関が払い戻す。

このような規定が立法されることからは、現在の通関手続で官僚的な対応が多く、手続が面倒
であることが想像される。
また、障害除去法第 38 条第 e 項によれば、イラン国内にある事業ライセンスを得ている生産拠
点が加工するために使う商品・貨物を暫定的に輸入する場合、暫定的な保証水準の輸入関税が課
せられる。本規定は、生産拠点と契約している他の法人・自然人も、当該契約と加工のための輸
入であることを示せば本規定の適用を受ける、との趣旨を規定している。どのような場合に本規
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定が使われるのかは想像し難いが、サービス企業・貿易企業が生産委託先のイラン企業ないしイ
ランの石油ガス鉱業企業で使う外国製の商品・貨物、例えば商品サンプル、検査機器、掘削リグ
等を輸入する場合が想定できるかもしれない。
3.2.3. 国内市場用製品を製造するための機械・原材料・部品の場合
上記 3.2.1「生産用機械の輸入関税と VAT の免除及び輸出財生産のために輸入する原材料・部
品の輸入関税と VAT の免除」により、生産にために輸入する機械の輸入関税と VAT は、国内市場・
輸出市場向け生産の如何を問わず免除される。FDI か地場企業であるかも問わず、それらの輸入
機械が現物出資されるか、単に輸入されるだけかも問わず、生産のための輸入機械であれば良い。
つまり、生産投資用輸入機械であれば良い。ホテル、病院投資用の輸入機械の輸入関税は免除さ
れると思われるが、確認が必要である。
さらに、機械・器具生産者が産業機械・器具を生産するために必要な原材料と部品についてか
かる輸入関税と VAT は免除される。つまり、生産される産業機械・器具が国内市場向けであって
も免除措置がある。
また、最終製品の国産を推進するために、必要な輸入部品の関税を軽減する規定として、2016
年 3 月 21 日より施行される障害除去法第 38 条第 g 項がある。同項は、
「一定の部品の輸入関税率
は、それら部品を使い組み立てた完成品の輸入関税との比較において、国内生産が可能となるよ
うに決定される。」とし、それら一定の対象部品を、「携帯電話用部品、家電機器用の電子デバイ
スその他家電部品、車・車部品・ハイテク産業用に使われる電子部品を除いた電子部品」と規定
している。そして、
「国内生産のために使用される産業鉱業商業省の示す国内で製造していない輸
入部品は、その関税を 20％軽減措置が受けられる。
」と規定する。
ただし、同法第 38 条第 g 項の末尾には、農畜産物加工業、食品企業、化粧品企業、医薬品企業、
医療機器企業で生産するために輸入する農産物、畜産物ないし必要な機器である場合は、関連省
庁の輸入ライセンスを得て、必要なサンプルを示せば通関は 7 日以内に完了するとの趣旨の規定
もある。なぜ、工業製品用部品の輸入関税を規定する本項に、農畜産物や農畜産物加工用機器
（
“equipment”とあり“devices”ではない）の輸入規定があるのかは不明であるが、輸入部材で
あると拡大解釈する輸入者を防止しようとする趣旨だとも考えられる。完成品の国内生産を促進
するために必要な部材の輸入関税率を競争的な水準で決めるとの規定の趣旨は、ここでは部材自
体の輸入は対応部材の国内生産者保護を考えて決めるとの趣旨をも考慮したものに変えられてい
る。

3.3. フリーゾーンに投資した FDI の持つ機器・部品・原材料の輸入関税・VAT 免除
措置
3.3.1. 機器・部品の輸入関税・VAT の免除措置（フリーゾーン法第 15 条）
フリーゾーンにおける輸入関税の扱いについては、フリーゾーンの管理に関する法律（フリー
ゾーン法）が規定している。
フリーゾーンに輸入される全商品について輸入関税・VAT は免除される。フリーゾーンに設立
された FDI が使用する生産機械・部品・原材料についての輸入関税・VAT は免除される。FDI に現
物出資された生産機械についても輸入関税・VAT は免除される。フリーゾーン法第 14 条は、イラ
ン以外の外国からフリーゾーンに輸入される財の取引は、輸出入法令の適用はないが、輸入関税
免除について通関での登録が必要であるとしている。フリーゾーンからイラン国外に輸出する際
は輸出入法令の適用はない。フリーゾーンとフリーゾーン以外のイランとの財の取引については
本フリーゾーン法をも含む輸出入法令が適用される。輸入関税・VAT は免除されても、フリーゾ
ーンにある通関は、輸出入手続手数料はとる。
フリーゾーンでは輸入関税は免除されるので、イラン及び全世界から原材料・部品を輸入関税
なしでフリーゾーンに持ち込んで生産して、全世界とイランに輸出することで非石油製品の輸出
を増やしたいとの趣旨である。またホテル・病院・大学もフリーゾーンに設立すれば輸入関税が
免除されるので、サービスの生産コストが低くなるので、外国人の利用者が多くなるとの趣旨も
ある。各フリーゾーンの業務と輸出入取引については内閣が個別に規定するとしている。
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フリーゾーン法第 14 条で輸入関税免除について通関で登録しておけば、フリーゾーン自体が外
国扱いであるのでフリーゾーンからイラン国内に出す場合はイラン国内側の通関で輸入扱いにな
る。フリーゾーンで消費する財をイラン国内から輸入した場合は国内取引とみなすので関税は不
要であるが、当該財をフリーゾーンから輸出する際は輸出入法令が適用される（フリーゾーン法
第 17 条）
。
3.3.2. 輸出用製品を製造するための原材料の場合
フリーゾーン以外のイラン国内及び国外からフリーゾーンに持ち込まれた原材料・部品を使っ
て、フリーゾーンで製品を生産し、フリーゾーンからイラン国外に輸出する際は、フリーゾーン
の趣旨に従い、イラン国内外から輸入された原材料・部品分について輸入関税と VAT が賦課され
ることはない。
3.3.3. 国内市場用製品を製造するための原材料の場合
フリーゾーンでの付加価値分のみ輸入関税・VAT は免除される（フリーゾーン法第 15 条）。
フリーゾーン法第 15 条は、フリーゾーンで生産された製品をフリーゾーン以外のイラン国内に
輸入する際は、フリーゾーンで生産された付加価値分の輸入関税と VAT について、内閣の定めに
より免除される、と規定する。英訳法文で“commercial benefit tax”とあるのは、実際は VAT
が大部分を占めると思われる。1993 年輸出入規制法（Export - Import Regulations Act,1993）
第 15 条で“commercial benefit tax”とは、関税、通関手数料を除く輸入品にかかる税一般を指
すとしている。フリーゾーン自体が外国扱いであるのでフリーゾーンからイラン国内に出す場合
は輸入扱いになる。
フリーゾーンで製造するために国内からの調達品の輸入関税・VAT は免除される（フリーゾー
ン法第 16 条）
。
フリーゾーン法第 16 条は、フリーゾーン以外のイラン国内から輸入された原材料を使ってフリ
ーゾーンで製品を生産し、フリーゾーン以外のイラン国内に輸入する際は、イラン国内から輸入
された原材料分についての輸入関税と VAT は免除される、と規定する。イラン国外の原材料を使
ってフリーゾーンで製造し、イラン国内に持ち込んだ場合は、イラン国外からの輸入原材料相当
分について輸入関税・VAT を支払うことになる。

3.4.
置

経済特別区に投資した FDI の持つ機器・部品・原材料の輸入関税・VAT 免除措

イランにおける経済特別区の設立と運営に関する法律（SEZ 法）と 2006 年 4 月 29 日付政令「経
済特別区の設立と運営に関する法律施行令（SEZ 法施行令）が経済特別区での輸入関税と VAT の
処理について規定している。
SEZ 法第 8 条により、通関への登録により、経済特別区と外国間、経済特別区と他の経済特別
区間、経済特別区とフリーゾーン間の商業取引については輸出入法令の適用は受けないので、輸
入関税と VAT は免除される。経済特別区と他のイラン国内との商業取引は輸出入法令の適用を受
ける。他のイラン国内から経済特別区内で消費されるために持ち込まれた財は国内取引とされ関
税は課されないが、他のイラン国内から経済特別区内経由輸出される財は輸出入法令の対象とな
る。
経済特別区内で加工・修理されるために外国から輸入された原材料・部品は、暫定輸入の扱い
を受け、最低限の輸入関税手続で良い（SEZ 法第 8 条 Note3））
。暫定期間は経済特別区管理委員会
が決める（SEZ 法第 13 条）
。暫定期間を過ぎても倉庫から取り出さない場合、1 ヶ月の猶予後に経
済特別区管理委員会は通常の輸入関税を課す（SEZ 法施行令第 14 条）
。
SEZ 法第 10 条により、輸入者は経済特別区に持ち込んだ輸入品を、経済特別区管理委員会の発
行した倉庫の受取証を得て、販売することができる。
SEZ 法第 11 条により、輸入した原材料と部品及び国内より調達した原材料と部品を経済特別区
内で加工して製品として、イラン国内で売る場合は、当該製品は国産品となるので、経済特別区
での付加価値分と国内調達の原材料と部品についての輸入関税は免除される。輸入原材料と部品
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については、SEZ 法施行令により経済特別区管理委員会がみなした減免された輸入関税と VAT を
支払うことになる。車の輸入部品の VAT の処理については別途の減免措置が考慮される（SEZ 法
第 11 条 Note2）
。イラン国内から修理ないし完成させるために経済特別区に持ち込まれた財が、
輸入部品を使って修理・完成後にイラン国内に戻された場合の輸入関税は経済特別区での付加価
値によって賦課される（SEZ 法施行令第 9 条）
。
経済特別区での付加価値の計算については、産業鉱業省、商業省（現在は 2 つの省が合併した
産業鉱業商業省）
、中央銀行、通関、関係経済特別区管理委員会の代表が集まって経済特別区高等
委員会事務局（Secretariat of the High Council of Special Economic Zones）で組織される委
員会で決められる（SEZ 法施行令第 13 条）。
SEZ 法施行令第 13 条の原文を以下に示す。
Art. 13
Added value subject of Art.11 of Law shall be determined by a Commission consisting representatives of
the Ministry of Industries and Mines, Ministry of Commerce, Central Bank of the Islamic Republic of Iran,
Iran Customs, Secretariat and Concerned Zone, held in the Secretariat.
Note 1: Total added value and value of domestic made raw materials and parts used in the finished goods
determined by above-mentioned commission, shall be assumed as domestic made goods and will be exempted
from import duties when they are sent to any part of the county.
Note 2: Import of finished goods in the zone exceeding added value to the domestic parts across the country
is permissible and the import duty is merely collected for the foreign made raw materials and parts used
in the goods.
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４．フリーゾーン、経済特別区への投資と優遇措置
イランには、7 ヶ所のフリーゾーンと 31 ヶ所の経済特別区がある。それぞれが産業、制度等に
おいて権限を有し、他と差別化を行っている。
図４－１：イランのフリーゾーンと経済特別区

（イメージ提供:フリーゾーン・経済特別区高等評議会）

4.1.

フリーゾーン

4.1.1. フリーゾーンの概要
フリーゾーンを規定する法律が、1999 年フリーゾーンの管理に関する法律（フリーゾーン法）
である。インフラ、発展、経済の進展、投資、公共収入の増加、雇用創出、商品と労働市場の規
制の達成を推進と、地域と世界市場の活発化と工業及び加工製品と公的サービスの生産と輸出を
目的として、政府はフリーゾーンの管理権限を与えるものとすると目的が規定されている（同法
第 1 条）。閣僚会議の認可により各フリーゾーン当局（Authority）が設立され権限が与えられ必
要に応じて会社法に従って会社を設立する（同法第 7 条）。現在 7 ヶ所あるフリーゾーンは、そ
れぞれ独立した企業として設立され、それらの資産は国家に属する。しかしながら、国営企業の
法律や規則は適用されず、当該法律及び関連規則によって管理運営されている（同法第 5 条）。
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フリーゾーン当局は、それぞれのフリーゾーン内で必要な公営サービス、通信、健康、文化、
教育と社会福施設等を自然人あるいは法人に対して提供し対価を徴収する権限を与えられている
（同法第 10 条）。同様に、経済活動、施設の建設と整備，直近に対価を求めない各種職種への投
資に関する認可は、もっぱら当局に委ねられている（同法第 11 条）。また、雇用、社会保険、外
国人へのビザ発給の規定については閣僚会議が認可した法律に基づくこととなっている（同法第
12 条）。
表４－２：イランのフリーゾーン
位置
特徴
Anazali
Free
南北回廊の北側の港、ハイテク
カスピ海
Zone
産業
アルメニア、アゼルバイジャ
Aras Trade-Industrial Free Zone
カスピ海
ン、ジョージアへの入口
Arvand Trade-Industrial Free Zone
ペルシャ湾
イラン・イラクの油田関連産業
中央アジア及び東側隣国への
Chabahar Trade-Industrial Zone
チャバハール湾
拠点
Kish Trade-Industrial Free Zone
ペルシャ湾
ペルシャ湾のツーリスト拠点
重工業及び油田関連産業、南北
Qeshm Trade-Industrial Zone
ペルシャ湾
回廊の南側の港
Maku Trade-Industrial Free Zone
カスピ海
トルコ・欧州へ繫がる商業拠点
名称
Trade-Industrial

面積
3，200ha
1,670 Sq.Km
170 Sq.Km
14,000 ha
91 Sq. Km
300 Sq. Km
5,000 Sq.Km

4.1.2. フリーゾーンにおける優遇措置
フリーゾーンへ現在量や生産ライン等の輸入はゼロ関税である。フリーゾーン法第 13 条は、区
内で経済活動を行う自然人と法人について直接税を活動の開始日から 20 年間免除すると規定し
ている。その他の主な優遇措置は以下のとおりである。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

外国人の持株割合の制限なし
100％外国人持株割合でイラン企業として登録可能
資本、配当、利益の本国送金
外国投資家、取締役、専門家と家族に対して 30 万ドルの預金で 5 年間の在住ライセンス発行（10 年まで
延長可能）
フリーゾーン当局が独占的な購買者である BOT プロジェクトにおける製品とサービスの購入に関する保
証
旅行グループに対する有料通行料の免除
フリーゾーン内の空港における飛行税の減免
外国人入国に際してビザ免除

4.1.3. 輸入禁止及び規制事項
フリーゾーンへのイスラエルで生産された製品の輸入は禁止されている（フリーゾーンにおけ
る輸出入と関税に関する規則（Regulations on Exports, Imports and Customs in the Free
Trade-Industrial Zones）第 2 条）。
また、輸出入規制法で定める輸出禁止品目や規制も適用される（下記 12「支店及び駐在員事務
所設立に関する規定」参照）。
4.1.4. 外国投資認可について
外国投資は、フリーゾーン当局が認可する（フリーゾーン法第 11 条）。外国企業がイラン国内
で投資について政府保証を受けるためには、FIPPA の登録が別途必要になる。当局が認可するの
はあくまで当該フリーゾーンでのビジネスに関するものである。
4.1.5. 会社設立等の登録について
フリーゾーン内で経済活動を行おうとする外国企業は、該当区内の登録局で登録を行わなけれ
ばならない（会社・知的財産登録にかかる基準第 4 条）。登録の対象には、企業のみならず商法
や他の法律に規定する非営利機関も含まれる（同基準第 5 条）。登録には以下の書類が必要であ
る。
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①
②
③
④
⑤
⑥

登録宣言書
定款
総会議事録
取締役会の第 1 回目の議事録
フリーゾーン区内の銀行が発行する現金資本金の最低 35％の証明書
当局発行のライセンス

加えて、外国企業の場合は、法人設立の登記簿の提出が必要であり、これらの書類はペルシャ
語の翻訳を添付しなければならない。
ところで、外国の銀行やクレジット会社であっても提案に基づきイラン中央銀行の認可があれ
ばフリーゾーン内で支店を設立することができる（フリーゾーン法第 18 条、フリーゾーンにおけ
る銀行設置規則（Regulations on Monetary and Banking Operations in Free Trade-Industrial
Zones）第 4 条）。
フリーゾーン内での会社、知的財産権に加えて船舶や航空機の登録は、憲法第 81 条（外国人ビ
ジネスの禁止事項）を考慮してフリーゾーンの担当局で行わなければならない（フリーゾーン法
第 22 条）。
4.1.6. 土地のリース・所有
フリーゾーン内の国家に属する土地並びに自然資源のイラン国民への利用並びに販売あるいは
リースについては、閣僚会議（Council of Ministers）が認可した規則に基づきフリーゾーンの
開発計画を考慮して決められるが、外国人（自然人）は、土地をリース（レント）することは可
能であるが購入することはできない（フリーゾーン法第 24 条）。しかし、外国人であってもイラ
ン法人として登録すれば土地取得が可能となる21。
4.1.7. 入国ビザについて（外国のフリーゾーンへの入国と居住に関する規則）
認可された地点（税関を有する空港や港）からフリーゾーンへ直接入国する場合には、外国人
は事前にビザを取得する必要はない（フリーゾーンにおける外国人に対するビザの発給に関する
規 則 （ Executive By-law on the issuance of Visa to Foreign Nationals in the Free
Trade-Industrial Zones）第 2 条）。また、居住許可は 2 週間で発行され請求により 6 ヶ月まで
延長できる。外国人が他の地域に行きたい場合は、フリーゾーン内にある外務省支局にビザの請
求をしなければならない（同規則第 4 条）。その場合、支局により 48 時間以内に審査が行われ、
ビザが発給される。フリーゾーン内での居住認可を有する外国人は、フリーゾーンに入るために
別途ビザを取得する必要はない（同規則第 5 条）。
4.1.8. フリーゾーンでの雇用
フリーゾーンでの労働は、本土で適用される労働法（Labour Code）ではなく、フリーゾーンに
おける雇用と社会保障に関する規則によって規定されている。本土の雇用契約と比べてフリーゾ
ーンでの雇用は、外国人とイラン労働者の雇用割合を除いて、事業者有利の特徴がある。主な特
徴は以下のとおり。
①

書面での雇用契約
雇用契約については、業務内容、有期又は無期、賃金について書面で交わすものとしている（同規則第 7
条）。雇用期間が定められていない場合は、業務又はプロジェクト又は活動の完了日を持って契約終了日
とみなされる。仕事の性質上無期のものであって雇用契約に雇用期間が特定されていないものは、無期契
約とみなされる。期間雇用や特定された業務契約については、事業主と労働者の双方共に一方的に契約を
解除することはできない。仮に、片方が一方的に契約を解除した場合は、残りの者は「紛争解決委員会」
を通して損害賠償を請求することができる（同規則第 7 条）。
労働法では、雇用契約は書面でも口頭でも構わないことになっている（労働法第 7 条）ことから、フリー
ゾーンの雇用契約は、労働の性質上契約により雇用期間を設定する有期雇用が多いからであると考えられ
る。

21

「JICA イランビジネス環境セミナー」(2016 年 2 月 25 日)における Mr.Shahram Mousavi Shahroodi 氏（経済特
別区高等評議会税・関税・付加価値管理部長）の報告による。
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②

#
1
2
3
4

5
6
7

契約の終了
以下の表４－３は、労働法第 21 条と、フリーゾーンにおける来ようと社会保障に関する規則第 12 条を
比較したものである。

表４－３：雇用契約の終了についての比較
フリーゾーンにおける雇用と社会保障に関する規則第 12 条
労働法第 21 条（本土）
（フリーゾーン、経済特別区）
労働者が死亡した場合
労働者が死亡した場合
労働者が定年の場合
労働者が定年の場合
労働者が完全就業不能になった場合
労働者が完全就業不能になった場合
有期かつ非更新の雇用契約において明示的ある 期間が特定された雇用契約が満了した場合
いは暗黙に雇用契約期間の終結が記載されてい
る場合
仕事を特定した契約業務が完成した場合
仕事を特定した契約業務が完成した場合
雇用契約書に記載がある場合において事業主と労働者によ
る雇用契約を解消する場合
労働者が辞職した場合
労働者が辞職した場合

③

④

⑤

4.2.

両者を比較すると、労働者の死亡、定年、就業不能及び辞職は同じであるが、他の雇用契約にかかる
場面では、項目 4 と 6 は異なる文言あるいは規定があることがわかる。例えば、項目 4 では、労働法で
は有期契約であっても「明示的あるいは暗黙に雇用期間の終結」が記載されていることを要件とするが、
規則では「期間が特定された」ものであれば良いとしており、期間が特定できれば必ずしも明示的に期
間が記載されていなくとも要件を満たすものと推測できる。規則が定める項目 6 については、契約で双
方合意していれば「契約の途中でも」解消することができるとするものである。この文言は、労働法に
はない。
有給休暇
規則第 24 条は、労働者の年間の有給休暇を 20 日（金曜日×4 回を含む）と規定している。一方、労働
法では 1 ヶ月と定められている（第 64 条）ことから本土と比べて 10 日短い。
最低賃金
規則第 26 条は、フリーゾーンの最低賃金はイラン国内の最低賃金より低くしてはならないとしている。
イラン国内の最低賃金は、労働法第 41 条により最高労働評議会（Supreme Labor Council）が毎年設定
する。2015 年度の最低賃金は、月額 712 万 4,240 リアル（約 2 万 7,700 円、前年度より 17％上昇）であ
る。
外国人とイラン労働者の雇用割合
規則第 41 条は、各区において雇用されている全労働者に占める外国人の割合は 10％を超えてはならな
いと規定している22。一方、本土では、外国人労働者 1 名に対してイラン人労働者 3 名であることから、
フリーゾーン（経済特別区も）ではより多くのイラン労働者を雇用することが奨励されており、失業対
策の一環であるといわれている。

経済特別区

4.2.1. 経済特別区の概要
イランにおける経済特別区については、イランにおける経済特別区の設立と運営に関する法律
（SEZ 法）が規定している。経済特別区の目的は、経済活動支援、国際的なビジネス関係の構築、
地域経済への刺激、商品の生産と加工、技術移転、非オイル物資の輸出、創造的雇用の創出、国
内外からの投資誘致、再輸出、他国への通過と商品の積替えが列挙されている（同法第 1 条）。
なお、新規経済特別区の設立は、イラン諮問評議会（Consultative Assembly）の認可に基づき、
設立された経済特別区の計画や活動等は、フリーゾーン・経済特別区高等評議会事務局の提案に
基づき閣僚会議（Board of Ministers）が認可する（同法第 3 条）。同法第 1 条に掲げる目的と
達成するために閣僚会議の認可に基づき経済特別区当局が設立され運営に関する権限が付与され
るが、当該当局は政府機関であっても非政府機関であっても良いとされている（同法第 3 条）。
現在 31 ヶ所に設立されている経済特別区は、海外からの原材料や部品等に関する関税が免除され
22

Arge Jadid 経済特別区の中国系企業（Chery）は企業の全労働者に占める中国人の割合が 60％であるが、外国
人割合を個々の企業内の割合とするか経済特別区内での割合にするかは各当局の裁量によるとのことである（Shi
raz 経済特別区当局へのヒアリングより）。
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ることから、輸出型の製造・加工作業を中心に、電子機器、自動車、食品加工、石油化学や観光
に加え、保税倉庫の分野でも内外企業の誘致を目指している。
4.2.2. 経済特別区における優遇措置
SEZ 法第 8 条は経済特別区と外国、他の経済特別区やフリーゾーンとの取引に関しては、税関
に登録することで輸出入規制法の規制や制限を受けず、また、輸出入に関する関税が免除される
と規定している。しかし、経済特別区とイラン本土との取引についてはこの限りではない。
以下の表４－４は、2016 年 3 月 21 日より施行される、競争力のある生産をするための障害を
除去し金融システムを促進する法律（障害除去法）第 31 条による経済特別区への投資優遇措置と
しての法人税の免除期間を示す。
表４－４：2016 年 3 月 21 日から適用される法人税の免除期間と経済特別区
＃
経済特別区
法人税の免除期間（年）
1
Arg jaded
7
2
Atrak
13
3
Amir Abad Port
7
4
Boushehr
7
5
Boushehr Port
7
6
Damghan
7
7
Dogharoun
13
8
Imam Khomeini Port
7
9
Kazeroun
7
10
Lamerd
13
11
Lorestan
13
12
Mehran
13
13
Namin
7
14
Noshahr
7
15
Payam 23
0
16
Persian Golf mines and metal industry
7
17
Petroshimi
7
18
Rafsanjan
7
19
Salafchegan
7
20
Semnan
7
21
Sirjan
7
22
Shahid Rajaee
7
23
Shiraz
7
24
Shahrekord
7
25
Sarakhs
13
26
West Islamabad
13
27
Yazd
7
（表は、経済特別区高等評議会が提供）

4.2.3. 輸出入についての利点
フリーゾーンと同様に、海外から経済特別区に現在量、部品や生産ラインを輸入する場合には、
関税は免除される（SEZ 法第 8 条 Note3）。経済特別区からイラン国内に乗客が持ち込む輸入はそ
の量に関係なく禁止されている（同法第 9 条）。また、経済特別区から輸出する商品に関して、
各経済特別区は税関の承認を得た上で「原産地証明」を発行する権限を有している（同法第 10 条）。
4.2.4. 関税及び経済特別区からイラン国内への輸出した場合
経済特別区で製造や加工された商品がイラン本土に輸入される場合は、経済特別区内で加えら
れた付加価値相当分と、国内調達の原材料や内部に組み込まれている部品の価値については、国
内で製造された商品と認識されることから輸入税が免除される（SEZ 法第 11 条及び SEZ 法施行令
23

Payam については、テヘランから 120km 以内の距離であることから税の優遇はない。経済特別区の中で後進地区
にある場合、法人税免除期間が 13 年となる。
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第 13 条）。つまり、経済特別区内で海外からの原材料や部品が使われて作られた最終製品あるい
は加工製品は、国内産の原材料と部品と見なされ、付加価値等を減免された輸入税が課せられる
ことになる。
修理等のためにイラン国内から経済特別区に輸入されたものは、修理等が終了した後にイラン
国内に返却されなければならないし、また、輸出輸入規則に基づき経済特別区内で加えられた付
加価値の割合によって輸入税が課せられることになる（同施行令第 9 条）。経済特別区内で国内
部品を上回る価値が付加された最終完成品のイラン国内への輸入については、単に当該製品に使
われている外国製の原材料と部品に対して関税が課せられることになる（同施行令第 13 条）。
また、経済特別区は、輸出入促進のために独自に保税地区を設けることができる（SEZ 法第 20
条）。
4.2.5. 外国投資認可について
経済特別区における経済開発、建設、文化教育及び規則や計画に従った様々なライセンスは当
局によって発行される（SEZ 法第 7 条）。経済特別区に投資する国外企業は、イラン外国投資促
進保護法（FIPPA）による投資ライセンスとは別に経済特別区での経済活動に関するライセンスが
必要である。
仮に、経済特別区当局が発行するライセンスが政府方針と異なることで生じた損害については、
当局が責任を持つとしている（SEZ 法施行令第 7 条）。
4.2.6. 会社登録について
経済特別区における会社登録等については、当局の要請基づき不動産登記局（Organization of
Registration of Deeds and Estates）が以下の業務を行う（SEZ 法第 15 条、SEZ 法施行令第 16
条）。
①
②

会社、代理店及び支店の登録
財産や不動産の区分所有書類の発行

4.2.7. 経済特別区での雇用及び土地についての留意点
経済特別区における雇用は、フリーゾーンと同様である（SEZ 法第 16 条）。
土地については分譲が認められている。例えば、シーラーズ（Shiraz）経済特別区は、平方メ
ートルあたり 40 ドル～42 ドルで分譲しており、頭金は 25％に加えて 40 ヶ月～60 ヶ月の分割支
払いが認められている。現金支払いの場合は 22.5％の割引がある。また、建設は敷地の 60％を限
度とし、分譲から 2 年以内に事業・工場建設を始めなければならない。この期限が守られない場
合は罰金あるいは当該経済特別区内でのライセンスがキャンセルされることがある24。
4.2.8. 経済特別区のメリット
基本的に、経済特別区と本土との間の税の優遇措置の違いはない。法人税は外国企業、イラン
企業を問わず 25％である。ただし、2016 年 3 月 21 日から施行される競争力のある生産をするた
めの障害を除去し金融システムを促進する法律（障害除去法）第 31 条の適用を受ける経済特別区
は、7 年間あるいは 13 年間の法人税が免除される点でメリットがある（上記 4.2.2「経済特別区
における優遇措置」参照）。
経済特別区では、関税が免除されることから輸出型産業には適しており、また、経済特別区で
製造・加工した製品を本土に輸入した場合は、経済特別区で加えられた付加価値により付加価値
税（VAT）が減免されることから本土向けの商品を加工・生産する企業にとってはメリットがある
と考えられる。さらに、保税倉庫があることによる輸出入手続の迅速化のメリットもある。

24

シーラーズ（Shiraz）経済特別区当局へのヒアリング（2015 年 11 月）
。
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4.2.9. フリーゾーン・経済特別区からイラン国内又は国外へ輸出する場合の税金
4.2.9.1. 国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入し最終製品を
イラン本土に輸出する場合
図４－５：国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に
原材料等を輸入し最終製品をイラン本土に輸出する場合

国外及びイラン国内から原材料や製造ラインをイランのフリーゾーンあるいは経済特別区に輸
入しても関税は課せられないが、フリーゾーンや経済特別区でこれらの原材料を元に最終生産物
を製造しイラン本土に輸入する場合、あるいはフリーゾーンや経済特別区内で販売する場合は、
関税が課せられる。この場合、フリーゾーンや経済特別区で最終生産物にどれだけの付加価値が
あるかにより関税率が決められる。
① 付加価値の計算
付加価値についてはテヘランのフリーゾーン・経済特別区高等評議会が判断する25。当該評議会
は、最終生産品に関して、原材料を元にどれだけの付加価値があるかを判断するが、20％～25％
から 80％～90％の範囲で決められる。企業は当該評議会に付加価値を申請する際に、労働者数、
資本金等に関するチャートや表に記入して提出する。当該評議会は、これらを元に計算式を適用
し会議を通して実際の付加価値を決めることになる。
例えば、100 ドルの原材料に対する通常の関税率が 50％である場合、50 ドルの関税を支払うこ
とになる。ここで当該評議会が認定した付加価値割引が 35％である場合、割引額は 50 ドル×35％
＝17.5 ドルである。よって、50 ドル－17.5 ドル＝32.5 ドルが実際に支払う関税となる。
他の例として、中国からバイク製造のために 170 ドルの部品を輸入すると共に、イラン国内か
らも原材料を輸入したとする。経済特別区内で組立完成したバイクをイラン国内で販売する場合
に、当該評議会が認定した付加価値が 55％であるとする。ここでバイクの関税率が 20％であれば、
通常支払うべき関税は、170 ドル×20％＝34 ドルとなる。この 34 ドルに対して 55％の付加価値
割引が与えられ、割引額は 18.7 ドルとなり、支払うべき関税は 34 ドル－18.7 ドル＝15.3 ドルで
ある。
② 付加価値税（VAT）
イラン本土における VAT は 9％である（2015 年度）。しかし、経済特別区内でのサービス等に
ついては免税となる。

25

前掲注 16 参照
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4.2.9.2. 国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入し最終製品を
国外に輸出する場合
図４－６：国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に
原材料等を輸入し最終製品を国外に輸出する場合

国外及びイラン国内から原材料や製造ラインをイランのフリーゾーンあるいは経済特別区に輸
入し、これらの原材料を元に最終生産物を製造し外国に輸出する場合には、如何なる税も免除さ
れる。この場合は、フリーゾーン・経済特別区高等評議会に対する付加価値申請の必要はない。
4.2.9.3. 国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入し、さらに同
区内で原材料等を移動し最終製品をイラン本土に輸出する場合
図４－７：国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入し
同区内で原材料等を移動し最終製品をイラン本土に輸出する場合

フリーゾーンや経済特別区間で原材料や生産品を販売や移転を行った場合は、
「国外への輸出・
国外からの輸入」とみなされることから関税は免除される。最終生産物をイラン本土で販売する
場合は、上記 4.2.9.1「国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入
し最終製品をイラン本土に輸出する場合」と同様。
4.2.9.4. 国外又はイラン本土からフリーゾーン又は特別経済特別区に原材料等を輸入し、さら
に同区内で原材料等を移動し最終製品を国外に輸出する場合
図４－８：国外又はイラン本土からフリーゾーン又は経済特別区に原材料等を輸入し
同区内で原材料等を移動し最終製品を国外に輸出する場合

フリーゾーンや経済特別区間で原材料や生産品を販売した場合、「国外への輸出・国外からの
輸入」とみなされることから関税は免除される。外国への輸出についても免税される。

45

4.3.

フリーゾーンと経済特別区の比較表

＃
1

項目
入国

表４－９：フリーゾーンと経済特別区比較表
フリーゾーン
経済特別区
入国査証不要 査証は入国時に発行
外国人の本土入国に関する法律を適用
される

3

区内での外国人雇
用
投資申請

4

会社、知財等の登記

フリーゾーンの機関に申請
自由区が登記し関係文書を発行

6

税の優遇措置

操業開始の日から 20 年間

2

7

8
9

国外から製品の輸
入、区内での販売、
国外への再輸出、本
土への再輸入
区内への輸入品の
再輸出
区内での倉庫

10

保税内の製品の部
分的通関

11

本土から区内への
製品、中間完成部
品、原材料

労働許可発行後

労働許可発行後

フリーゾーンの施行規則を適用

本土の施行法を適用
経済特別区の機関に申請
「国の証書と土地建物の権利に関する機
関」が経済特区の賛同を得て行われた申請
に基づき会社を登記する
内国法令ながら経済特区によっては優遇
措置がある

納付すべき税金はないが提供サー
ビスによって行政府が地方税手数
料を徴収する

納付すべき税金はないが提供サービスに
よって行政府が地方税手数料を徴収する

納付すべき税金はない

納付すべき税金はない

在庫処分が猶予期間なしで可能
商品を部分的に通関することがで
きる。所有者に発行される倉庫証券
は第三者に譲渡可能

在庫処分が猶予期間なしで可能
商品を部分的に通関することができる。所
有者に発行される倉庫証券は第三者に譲
渡可能

輸出の場合、本土の輸出入一般規則
を適用

輸出の場合、本土の輸出入一般規則を適用

本土の輸出入規則を適用

本土の輸出入規則を適用

国内生産要素の利用によって生ま
れた付加価値の範囲

国内生産要素の利用によって生まれた付
加価値の範囲

納付すべき税金はなく保管費のみ
が徴収される

納付すべき税金はなく保管費のみが徴収
される

土地はイラン人に売却及び／又は
賃貸されるが、外国人（自然人）に
対しては賃貸のみ、ただしイラン企
業として登録すれば可能
部分的に再輸入された物品及び／
又は区内で製造された物品金額の
割合に対して当局が発行
アルバンド、アラス及びアンザリの
フリーゾーンを除いて許される
オフショア金融取引も国内銀行業
務もフリーゾーン内で可能
フリーゾーンの法律に従う
承認し保証する
「国外投資の誘致及び保護に関す
る法律」の対象。保証は国有化及び
没収に対して行われる
本土の法律に従う
フリーゾーンの施行規則を適用
企業が雇用する総従業員数の 10％
まで

土地はイラン人に売却及び／又は賃貸さ
れるが、外国人（自然人）に対しては賃貸
のみ、ただしイラン企業として登録すれば
可能
部分的に再輸入された物品及び／又は区
内で製造された物品金額の割合に対して
当局が発行

国外から フリーゾ
12

13

14

ーン へ輸入された
製品の本土への再
輸入
区内で製造された
製品の本土への輸
入認可
国外向け商品の揚
荷、積荷、通過、積
替え

15

土地及び自然資源
の利用

16

原産地証明

17

小売り

18

銀行業務

19
20

21
22

保険業務
外国資本投資保護
国有化及び没収に
対する海外投資保
証
社会保障、社会保険
労働法、労使関係

23

外国人労働者雇用

21
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国外へ持出す場合、外国人に限り
州立銀行による国内銀行業務の運営のみ
本土の法律に従う
承認し保証する
「国外投資の誘致及び保護に関する法律」
の対象。保証は国有化及び没収に対して行
われる
本土の法律に従う
フリーゾーンの施行規則を適用
企業が雇用する総従業員数の 10％まで

4.4.

フリーゾーン、経済特別区、工業団地、その他の地域との免税措置比較表

以下の表４－１０は、フリーゾーン、経済特別区と本土の工業団地及びその他の地域における
主な優遇措置の比較表である。
表４－１０：フリーゾーン、経済特別区、工業団地、その他の地域との比較
製造業・鉱業の
フリーゾーン
経済特別区
工業団地
その他の地域
生産企業、病院、ホテル
20 年(30 年、15
法人税免除
7年
7年
5年
年の地区もある)
後進地域での
13 年
13 年
10 年
法人税減免
輸入関税・VAT
輸入関税・VAT
輸入関税・VAT
資本財の輸入関税の減免
関税・VAT は免除
は免除
は免除
は免除
（3.2.1(i)参照）
(3.2.1(i)参照)
輸出用の原材料・
輸入関税・VAT は
輸入関税・VAT は免
免除（reimburse）
免除（reimburse）
部品の輸入関税
免除
除、保税措置あり
※要確認26
※要確認27
の減免
国内用の原材料・
付加価値により
付加価値により
適用なし
適用なし
部品の輸入関税の減免
30-70％減免
30-70％減免

26

「免税なし」の根拠となるのは 1998 年 11 月 25 日制定の商業大臣（当時）令である。1998 年という古い大臣令
であることと、産業鉱業大臣令という大臣令という下位の法令であることによる。しかし、
「南ホラサン省におけ
る投資機会、潜在力について」
（前掲注 9）でこの大臣令が引用されており、現在でも有効だと思われる。しかし、
競争力ある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（障害除去法）という全面的に新しい投
資優遇法の 2016 年 3 月 21 日以降の施行下において変更がある可能性があるので、
「要確認」としている。
27
前掲注 26 に同じ。
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５．製造活動と鉱業活動における法人税の優遇措置
5.1.

障害除去法による法人税の優遇措置

2015 年 4 月 21 日に、イラン国会は、競争力ある生産をするための障害を除去し金融システム
を促進する法律（障害除去法）を制定した。同法は新会計年度が始まる 2016 年 3 月 21 日から施
行される。2016 年 3 月 21 日は、第六次五か年経済開発計画が開始される日にあたる。障害除去
法は、従来の投資優遇の法人税制を大きく変え、より投資優遇の幅を大きくしている。制裁解除
を見据えて、制裁により 30 年間入らなかった本格的な外国投資と外国の技術・ノウハウを取り入
れようとするものである。
障害除去法による投資優遇は産業別かつ地域別に分かれており、内外資を問わない法人税免除
措置が中心であるので、主に直接税法の改正規定を障害除去法で規定していることになる。障害
除去法第 31 条により、直接税法第 132 条は全面的に差し替えられ、利益の再投資に関する直接税
法第 138 条は、同法第 132 条で差し替えられた事業については適用しないと規定する。以下で障
害除去法により変更される直接税法の法人税の減免措置の内容を説明する。

5.2.

業種と進出地域による法人税額の免除

製造業・鉱業の生産活動とサービス業の内病院とホテル業（旅行者滞在センターを含む）に投
資すると、投資ライセンスを得た時から法人税は 5 年間免除される（直接税法第 132 条）
。
免除期間の開始時期は、事業開始時ないし開発ライセンスを得て採掘を開始した時であり、本
措置が施行される年度以降の所得に対してである。
これらの投資を後進地域で行うと法人税は 10 年間免除される（同法第 132 条）
。
これらの投資を経済特別区で行うと法人税は 7 年間免除される（同法第 132 条第 c 号）
。
また、経済特別区のみならず工業団地（industrial town）への投資でも法人税は 7 年間免除さ
れる28。
しかし、障害除去法の税関連の規定（Tax-related provisions of the Law for Removing
Obstacles to Competitive Production and Promoting the Country’s Financial System）第
31 条により改正された直接税法第 132 条第 C 項の経済財務省国税庁の英訳では、7 年間の法人税
免除になるのは経済特別地区への投資のみである29。これは、国税庁による英訳の間違いであると
思われる。
同直接税法 132 条 C 号の規定の国税庁による英訳は以下のとおりである。
Article 132 of Direct Tax Act
C) The term of application of the zero rate taxation for enterprises mentioned in the present Article
shall increase for 2 further years, if they are located in special economic zones, and for 3 further years,
if they are located in industrial towns or special economic zones of less-developed regions.

JICA テヘラン事務所経由で依頼した外部翻訳家による当該部分の英訳を以下に示す。実際に日
系企業が進出する場合、工業団地に進出することがあると思われるので参考にされたい。

28

JICA テヘラン事務所経由で依頼した外部翻訳家による障害除去法の英訳（ペルシャ語から直接英訳）でも、工
業団地への投資について法人税は 7 年間免除されるとある。また、イラン投資・経済・技術援助機構（OIETAI）
による説明でも、経済特別区のみならず工業団地への投資でも法人税は 7 年間免除されるとしていたし、後述す
る 13 年（後進地域にある工業団地で行う投資）との比較でいうと、工業団地への投資でも法人税は 7 年間免除さ
れても良いはずである。
29
国税庁ウェブサイト http://en.intamedia.ir/pages/default.aspx?mode=show&lan=en&id=1_removing_obsta
cles_competitive_production
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c. The period of tax exemption for 0% for the mentioned economic units liable to this article that are
located in industrial towns or special economic zones increases two years, and if these industrial towns
or special economic zones are located in less developed areas, this period would increase 3 years.

なお、パヤム（Payam）経済特別区については、テヘランから 120km 以内の距離であることから
本法人税の優遇措置の適用は生産企業の 5 年の法人税免除も含めて一切受けられない30。
これらの投資を後進地域にある工業団地で行うと法人税は 13 年間免除され、後進地域にある経
済特別区で行うと法人税は 13 年間免除される（直接税法第 132 条第 C 項）
。
JICA テヘラン事務所依頼の外部翻訳家による障害除去法の翻訳及び OIETAI による説明では、
後進地域にある工業団地への投資では 13 年の法人税免税が得られることになる。国税庁による英
訳では後進地域にあるだけで 3 年の延長が認められるから、経済特別区のみならず工業団地が後
進地域にあれば 13 年の法人税減免になるはずである。後進地域でない工業団地に進出すると法人
税免除期間が 7 年、後進地域にある工業団地に新規進出すると法人税の免除期間が 13 年に跳ね上
がるのはバランスを欠いていると思われる。

5.3.

雇用増による法人税額の免除

50 人以上従業員を雇用している会社が、従業員を前年比 50％以上増やしてこれらの投資をする
と、上記の法人税免除期間は各 1 年増える（直接税法第 132 条第 B 項）
。

5.4.

法人税額免除後の資本金額による法人税減免

5.4.1. 後進地域向け投資の場合
後進地域でこれらの投資をする際には、上記の法人税免除期間終了後も、累積所得が資本金額
の 2 倍に達するまでは法人税は免除される。資本金額の 2 倍超の所得については、通常の 25％の
税率で法人税が課される（直接税法第 132 条第 E 項前段 1）
。
後進地域での投資では利益がでるまでに時間がかかるため、事業開始時から法人税を免除して
も、もともと損失については法人税対象の所得がないために、優遇税制措置は機能しない。優遇
措置が機能するために他国では最初に利益が出た年度から優遇法人税措置を適用するとし、かつ
損失繰越期間を決めている。イランの損失繰越期間は無限定であるが31、投資優遇税制のスタート
時期は、操業ライセンス、採掘契約を所轄官庁より得た時と一律に規定し、後進地区だから、儲
からないからといって、投資優遇税制のスタート時期をずらすことはせず、法人税免除期間を後
進地域でより長く認めることにするからとして、後進地域への投資を促している。累積所得が資
本金額の 2 倍までなら法人税を免除にすると規定することによって、投資事業での資本金額を大
きくさせようとの意図も同時に満たそうとするものと思われる。
5.4.2. 後進地域以外への投資の場合
後進地域以外への投資の場合、上記の法人税免除期間終了後も法人税率は半減され、12.5％の
法人税率に軽減される。ただし、この軽減税率の適用は累積所得が資本金額に達するまでであり、
累積所得が資本金額を超えると法人税率は 25％となる（直接税法第 132 条第 E 項前段 2）
。後進地
域以外への投資は後進地域への投資に比して収益採算が良いために、事業開始からの法人税免除
期間は変えずに、法人税の半額免除で良く、かつ、累積所得が資本金額までで良いとの規定であ
る。
従来の投資優遇税制措置は、事業開始から 4 年間、法人税額は 80％軽減して 5％支払えば、繰
越損失は無期限で認める。他方、利益の再投資については 12.5％の法人税率とするが、利益の再
30
31

2015 年 11 月にテヘランで自由貿易区・経済特別区高等評議会のスタッフから受けた説明による。
イラン国税庁（INTA）編纂「2015 年版イランの税システム」15 頁
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投資分について、本事業開始からの法人税の軽減措置は使えないというものだった（直接税法第
138 条 Note2）
。従来の措置との比較でみると、5 年間免除という大幅に投資家に有利な優遇措置
となったので、資本金額までの累積所得につき 12.5％の半額免除で良いだろうとの趣旨であると
思われる。
5.4.3. 直接税法改正以前に設立済みの会社が輸送事業に投資する場合
本法改正以前に設立済みの会社が輸送事業に投資すると上記 5.4.1「後進地域向け投資の場合」
で述べた後進地域向け投資、上記 5.4.2「後進地域以外への投資の場合」で述べた後進地域以外
向け投資の軽減税率の適用が受けられる（直接税法第 132 条第 e 号中段）
。本規定は、地場企業用
であろうが日本の商社等イラン法人を設立済の日系企業にも適用され得ると思われる。
5.4.4. 本法人税減免の対象となる投資
投資とは、関係官庁による法的ライセンスを得て、該当業種で土地を除く固定資産を建設取得
するために、設立、開発、再築、改修することを指す。ただし、病院、ホテル（旅行者滞在セン
ターを含む）
、輸送事業では土地を投資に含めて良い（直接税法第 132 条第 E 項後段、第 F 項）。
本規定の趣旨は、製造業と鉱業の生産のための土地取得だけでは本法人税減免の対象の投資とは
ならず、生産・採掘して得た所得について減免するのであって、土地のキャピタルゲイン所得に
ついて法人税の減免をするのではないとの趣旨であると思われる。

5.5.

外資出資比率による法人税減免期間の拡大

外資系企業の場合、投資経済技術協力庁から投資ライセンスを得ている場合、資本金額と外資
出資割合がより大きいと投資優遇がより大きくなる。上記 5.4.1、5.4.2 の法人税の 50％軽減期
間で以下のごとく適用される。
外資側出資比率が 5％増えるごとに半額課税所得の乗数が 10％ごと増える（直接税法第 132 条
第 H 項）
。外資出資比率が、例えば 5％、10％、15％、25％、40％、50％以上 100％の場合、半額
課税所得の乗数は、各 110％、120％、130％、150％、180％、200％となり、この乗数をかけた所
得の半額を上限とした所得につき 12.5％の法人税額が課される。
後進地域以外への投資の例では、
地場企業なら累積所得は資本金額までであるが、外資 50％以上の外資系企業では累積所得を 2 倍
とみなし半額に相当する資本金額まで軽減税率を適用する。
後進地域以外への投資の場合は以下のようになると思われる。上記 5.4「法人税額免除後の資
本金額による法人税減免」で述べた後進地域以外への優遇（直接税法第 132 条第 E 項前段 2）で
の免除所得累計額が、資本金に達するまで半額になるからである。

外資出資比率
半額課税所得対象の資本金の
乗数
資本金が 100 の場合で所得が
100 あった場合の計算所得
免除所得累積額

表５－１：後進地域以外への投資の場合
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後進地域への投資の場合は以下のようになると思われる。上記 5.4「法人税額免除後の資本金
額による法人税減免」で述べた後進地域への優遇（直接税法第 132 条第 E 項前段 1）の 50％増し
と考えるからである。上記 5.4 で記載したとおり、後進地域への投資をする際には、前述法人税
免除期間終了後も、累積所得が資本金額の 2 倍に達するまでは法人税は免除される。資本金額の
2 倍超の所得については、通常の 25％の税率で法人税が課される（直接税法第 132 条第 E 項前段
1）
。
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外資比率
乗数
資本金と所得が
共に 100
免除所得累積額

5.6.

0%
×1.1

表５－２：後進地域への投資の場合
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外国企業の生産委託における法人税額の減免措置

外国企業が、直接税法第 132 条の規定により直接税（直接税の中の法人税ではなくコントラク
ト税の場合が多いと思われる）の免除と免税期間後の直接税 50％軽減措置を受けるためには、イ
ランの地場製造企業から調達しイランで有名ブランドの製品を製造し、イラン地場製造企業との
調達契約を法人税免税期間中継続し、製品の 20％を輸出しなければならない（直接税法第 132 条
第 I 項）
。直接税の免税期間はイランの生産企業と協力契約を締結した時から 5 年間で、その後は
所定の直接税の税率は半額に軽減される。
この規定は、プジョーがホドロとの生産委託契約によりプジョー車をイランで販売している例
に適用されるのだろう。イランで外国企業が建設請負契約をすると 12％のコントラクト税を課さ
れるが、その場合、恒久施設がイランにあることが要求されるはずである。直接税法第 107 条第
a 号はコントラクト税と恒久施設につき以下のとおり規定する。
Article 107
The taxable income of foreign legal entities and the institutes domiciled outside Iran shall be assessed
in the following manner:
a. Concerning the contracts in Iran, in proportion to the operations of any construction works, technical
establishments including supply, erection and installation as well as transportation and the operations
relevant to preparation of the design of buildings and various establishments, topography, cartography,
supervision, technical calculations, providing training and giving technical assistance, transfer of
technical know- how as well as other services, 12% tax rate shall apply to the aggregate of the amounts
collected annually.

イランに恒久施設を置き建設業かイラン企業に生産委託してイランで販売する外国企業が支払
う 12％のコントラクト税も、製品を 20％輸出すれば減免され得る。プジョーの技術支援では、技
術移転センターを恒久施設とみなすのだろう。プジョー（foreign company）はホドロとの技術移
転契約（cooperation contract with Iranian producing enterprise）を締結した時から 12％の
コントラクト税が課される。しかしプジョーが技術移転したホドロ社製のプジョー車の生産量の
20％以上の輸出をマネージすれば（they manage to export at least 20% of their products）
（輸出をマネージするのはプジョーないしプジョーとホドロの両社であるとの解釈もあり得ると
思われる）
、技術移転締結日から 5 年間はコントラクト税が免除され、その後は技術移転契約があ
る限りは無期限で 6％のコントラクト税が課される、と読み替えることができそうである。
イラン国内車市場を支配する国有企業ホドロとサイパの車製造能力が低いので故障、交通事故、
渋滞が起こるとの世論が強くなり、2013 年頃から消費者は車を買わずリースを受けるようになっ
ている。投資していない外国車会社にも法人税を課すことにし、減免するから車の性能向上のた
めに技術移転に協力して資金をかけろとの政策だろう。
本条の趣旨や恒久施設につき聞こうとすると官僚の権威主義に遭う。立法趣旨が周知されてお
らず、官僚的対応しかできないからであると思われる。JETRO 資料によれば、イラン政府はイラ
ンで販売された製品のアフターサービスを提供するための技術サービスオフィスの設立を奨励し
ている、とのことである。当技術サービスセンターは支店として営業取引はしていないので支店
としての法人所得はなく、法人税の支払義務はない。しかしそれが直接税法第 107 条に規定する
コントラクト税対象となる恒久施設であるとするならば法人所得税の 25％ではなくコントラクト
税の 12％を支払え、ただし輸出を 20％以上すればコントラクト税を免除する、という趣旨である
と思われる。
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６．その他の法人税優遇措置と優遇税制を受けるための立地規制の緩和
6.1.

直接税法第 132 条 Note2 による立地規制の規定

直接税法第 132 条は、フリーゾーン、経済特別区以外への製造業・鉱業投資について法人税法
の優遇措置を規定している。直接税法第 132 条（Note 部分も含む）は、2016 年 3 月 21 日に施行
される、競争力ある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（障害除去法）
第 31 条によって差し替えられた。従来の直接税法第 132 条 Note2 には、本法人所得税免除措置は
以下の場合には適用されないとして、以下の立地制限を規定していた。本立地制限は、投資優遇
措置を必要としない投資には適用されないので、立地制限内の地域で生産 FDI の立地を禁止して
いる訳ではない。
従来の直接税法第 132 条 Note2
所得を生んだ製造拠点・採掘拠点がテヘラン中心から半径 120km 内にある場合、イスファファン中心から半径 50km
以内にある場合、各地方（省）の首都所在地ないし 30 万人以上の人口のある都市から半径 30km 以内にある場合。

本規定は、新直接税法第 132 条第 J 項にそのまま規定されたが、投資を誘致するために以下の
ような緩和された規定も追加されている。
生産・採鉱事業にのみ立地制限がある（新直接税法第 132 条第 J 項第 1 段落）
。障害除去法第
31 条によって差し替えられた新直接税第法 132 条は、法人税優遇措置対象事業に製造事業・採鉱
事業のみならず病院とホテル事業も加えた。病院・ホテル事業は都市中心街に立地することで採
算がとりやすいので立地制限内に立地しても、法人税優遇措置が得られるとしている。
制限地域内に立地する IT 産業は生産事業であるが、関係省庁と科学技術庁副長官の確認を得れ
ば本法人税優遇措置の対象にすることにした（新直接税法第 132 条第 J 項第 2 段落前半）
。
IT 産業は公害問題を起こす可能性が少なく、かつ都市部に多くいる IT 人材を雇用しやすくす
るためである。
経済特別区ないし工業団地（industrial town）に製造企業・採掘企業が立地している場合は、
その立地拠点がテヘラン中心から半径 120km 内にある場合を除き、本法人税優遇措置の対象にす
ることにした（新直接税法 132 条 NoteJ 第 2 段落後半）
。工業団地への立地を促す意味がある。イ
スファファン中心から半径 50km 以内にある経済特別区ないし工業団地ないし、各地方（省）の首
都所在地ないし 30 万人以上の人口のある都市から半径 30km 以内にある経済特別区ないし工業団
地に立地する製造企業・採掘企業であっても本法人税優遇措置が受けられる。
経済特別区ないし工業団地は公害問題を起こす可能性は低いとの考えだろう。
本立地制限に従う製造企業であれば法人税の免除措置を出すとの規定は、環境維持には役立っ
ても実質的な投資優遇にならないとして緩和されたものと思われる。立地制限の趣旨は製造業・
鉱業投資は大市場より遠隔地に立地せよとの考えである。鉱産物は遠隔地で採掘されることが多
いので、立地規制による投資優遇措置の非適用の機会は少ないと思われるが、製造業では大きな
影響を受ける。大規模製造業投資や労働集約型製造業投資では、従業員確保が困難になるからで
ある。従業員確保のために、通勤バスや社宅建設の必要が生まれれば投資額は大きくなってしま
う。環境保護のためではあっても、規制される大都市の半径内でも、住宅地区、商業地区と工業
地区を分離していれば立地できるようにすべきであると思われる。本規制を実効性あるものにす
るためには、規制のすぐ外側に良質の工業団地を造成する必要があると思われる。本緩和措置は
投資誘致に繋がるものと評価できる。
なお、障害除去法には、税制優遇措置を得ない場合の環境問題に関連する立地についての規定
がある（新しい規定ではなく、現在生産活動中の企業と環境問題の関係について整理する、いわ
ば確認規定である）
。
具体的には、まず、同法第 55 条が、既に事業ライセンスを得て生産活動を行っている生産拠点
について、たとえ都市（cities）ないし大都市（megacities）の地域内ないし農村近郊（neighborhood
of villages）に立地していたとしても、環境省（Department of Environment）により公害を出
していない（non-polluting）と判断されている（recognition）限り、生産を継続して良い、と
規定している。また、同法第 56 条は、フリーゾーンないし経済特別区に立地している環境汚染企
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業 に 該 当 す る 財 ・ サ ー ビ ス 生 産 企 業 （ polluting production units (producing goods and
services)）について、その他の地区に立地する企業と同様に、付加価値税（VAT）法とその変更
規定で規定された段階に従って環境汚染税（pollution taxes）を支払う義務がある、と規定して
いる。

6.2.

設備近代化のための投資優遇税制

直接税法第 138 条は、年度利益の一部ないし全部を設備近代化に使った場合、その利益にかか
る法人所得税の 50％を免除する、
と規定する。
本規定は障害除去法では何ら言及していないので、
継続していると思われる。いわゆる利益の再投資についての法人税優遇措置である。
当該年度の再投資に使われた金額が年度利益額の全額より超えていた場合は、超過分につき、
当該年度の次年度の年度利益額分から再投資に使った分であるとして当該分につき繰り越した年
度に支払う法人所得税の 50％を免除する。当該年度の再投資に使われた金額が、年度利益額の全
額より少ない場合は、再投資事業の残枠分を当該年度の次年度の年度利益額分から再投資に使っ
た分であるとして繰り越した年度に支払う法人所得税の 50％を免除する。ただし利益の再投資期
間は 3 年間を限度とする（同条後半）
。
利益が再投資された事業については、直接税法第 132 条による法人税の免税措置は受けられな
い（同法第 138 条 Note2）
。また、利益が再投資された事業が完成しないで中止されたり放棄され
たりした場合は、利益の再投資により還付された法人税額は返還する（同条 Note1）
。テヘランの
水路がある区画内にある 50 人以上雇用する工場施設全てをテヘランより半径 120km の外に移転さ
せるために、利益の再投資をする場合は、3 年間ではなく、10 年間半減措置が得られる。その詳
細規定は、経済財務省と関係省庁が制定する（同条 Note3）
。水質汚染を心配している環境への配
慮である。
利益の再投資に関する法人税減税措置は、途上国でしばしば外国投資誘致のための優遇措置と
して使われる。利益が海外に配当として流出せず、追加投資がされる点にメリットがある。例え
ばミャンマー外国投資法第 27 条は、事業から生じた利益で再投資のための準備金として積み立て
られた資金で、現に 1 年以内に事業に再投資されたものに対する所得税を減免する、と規定して
いる。イランはミャンマーの 1 年の代わりに 3 年としていると考えられる。中国は 2008 年より外
資系企業への法人税率を 25％に下げるにあたり、二免三減制度の廃止と共に利益の再投資による
法人税減税措置を廃止している。

6.3.

フリーゾーンでの法人税免除

フリーゾーンの管理に関する法律（フリーゾーン法）第 13 条は以下のように規定する。
フリーゾーン法第 13 条
フリーゾーンで経済活動をする認可を得た自然人、法人は、事業開始時より 15 年間、直接税法の規定する所得と
財産に関する税金が免除される。当初の 15 年間が終了した後の直接税の支払いについては、内閣の提案により国
会が制定した法律により規定される。
Natural and legal persons engaged in any kind of economic activity in a Zone are exempt from payment of
income and property tax subject to Direct Taxes Law as for a duration of 15 calendar year from the date
of the commencement of the operation mentioned in the permit with respect to any type of economic activity
in the Free Zone, and upon the lapse of the initial 15 years in issue shall be subject to the tax regulations
to be enacted by the Majlis, upon the proposal by the Board of Ministers.

直接税法第 3 編が規定する所得税（income tax）は、法人の場合は法人税（tax on income earned
by legal entities）として 25％、自然人の場合は個人所得税32として 0％～35％を支払うが、フ
32

“tax on aggregate income earned through valious sources”として第 131 条が規定しているが、個人所得
税という名称は使っておらず、
“tax rate on the income of natural persons”という文脈で使われている。
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リーゾーンで行う如何なる経済活動に対してもこの直接税の支払いを所定の期間免除することに
よって、投資誘致を図ろうとする趣旨である。
フリーゾーン法第 13 条には直接税免除期間は 15 年とあるが、JETRO 資料によれば 2009 年国会
が 20 年に延長する法律を出しているとのことである。訪問したケシム（Qeshim）フリーゾーン管
理委員会では、法人税免除期間は事業開始より 20 年間と説明し、そのウェブサイト33にもその旨
記載があるし、キシュ（Kish）フリーゾーンでも 20 年間と説明している。
法人税免除期間は各フリーゾーンで異なっているのが現実である。フリーゾーンを監督する最
高機関である、フリーゾーン・経済特別区高等評議会のウェブサイト34に記載がある法令集の中の
フリーゾーンと経済特別区との法的比較表をみると、フリーゾーンでは事業開始から 30 年間直税
法の免除が受けられると記述している。同ウェブサイト中の各フリーゾーンの紹介記事によると、
法人税の免除期間が 20 年間、30 年間そして 15 年間の別があることがわかる35。
30 年間の法人税免除が受けられるのはチャバハール（Chabahar）フリーゾーンのみである。南
部の石化コンプレックス関連の投資を誘致したいので、投資額が大きいために法人税免除期間を
長くしていると思われる。20 年間の法人税免除が受けられるのは、ケシム（Qeshim）フリーゾー
ン、キシュ（Kish）フリーゾーンである。15 年間の法人税免除しか受けられないのはアンザリ
（Anzali）フリーゾーンである。他の 3 ヶ所のフリーゾーンであるマク―（Makou）フリーゾーン、
アラス（Aras）フリーゾーン、アルヴァンド（Arvand）フリーゾーンについては法人税免除期間
の記載がないので 15 年間の免除であると思われる。
他方、イランに関する多くの資料は、フリーゾーンでの法人税免除期間は 15 年としているもの
が多い36ので留意する必要がある。イラン現地法律事務所である Arjomandi Arif Iranian Lawyers
Office が 2015 年に出した“Doing Business in Iran A Guide for Foreign Investors 2015”に
も、法人税免税期間は 15 年とある37。フリーゾーン法第 13 条の最低限の法人税免除措置しか記載
していない。
フリーゾーンへの投資誘致の最大のポイントである法人税の免税措置の現在時点における説明
については各種錯綜した技術があるので留意すべきである。各フリーゾーン管理委員会の思惑が
あるのかもしれないが、当初 15 年を過ぎた後の延長免除期間の法律内容を根拠として示すべきで
ある。その思惑は、官僚制の弊害の結果かもしれない。既述のとおり、イランのフリーゾーン・
経済特別区高等評議会は大統領府に直属し、FDI の投資ライセンスを出す OIETAI は経済財務省の
下部組織である。
組織関係で上位にあると考える組織に対し、
統一的な表示が必要であると OIETAI
が言えない可能性がある。
OIETAI が事務局となっている投資ライセンスにしても、各フリーゾーン管理委員会、経済特別
区管理委員会は、全ての許認可は自分たち管理委員会が所轄する、投資ライセンスは形式だけで
ある、という対応振りが目立つようである。

6.4.

直接税法でのその他の産業別の投資優遇法人税制

6.4.1. 農業所得等分の所得免税は継続
農業・畜産業・漁業・協同組合・教育・文化事業で得た所得は、直接税は無期限で免除される
（直接税法第 81 条、第 133 条、従来どおり）
。
手工業品、手縫いのカーペットの生産者は、個人、民間、協同組合企業、組合の如何を問わず、
無期限に直接税の支払いが免除される（直接税法第 142 条、従来どおり）
。

33

www.qeshim.ir
http://www.freezones.ir
35
経済特別区高等評議会に確認したところ法律で規定する 20 年を超えたフリーゾーンの優遇措置期間の合法性に
ついては確認されていないとの回答であった（2016 年 2 月 5 日）。
36
インターネット公表されている情報及び前掲注 9「南ホラサン省における投資機会、潜在力について」187 頁等
37
Arjomandi Arif Iranian Lawyers Office「Doing Business in Iran A Guide for Foreign Investors 2015」
13 頁
34
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6.4.2. 旅行施設から得た所得は障害除去法による投資免税に変更
旅行業者の所得について無期限に 50％軽減された税率が適用されることは旧直接税法第 132 条
Note3 により規定されていたが、障害除去法第 31 条により、直接税法第 132 条は Note も含め差
替えになり、本軽減税率の適用はなくなる。そのかわり、ホテルと旅行者居住センターが得た所
得は 5 年間免税され、当該投資が後進地域で行われれば 10 年間免税されることになった。
また、宿泊施設を持つ旅行業者のみが法人税免除措置が受けられることになった。旅行の手配
をする宿泊施設を持たない旅行業者については、同法第 132 条 Notel により、本障害除去法以前
に事業認可を得ていた国内外観光業者は、障害除去法施行（2016 年 3 月 21 日）以降、6 年間 50％
軽減税率の適用を受けられる。ただし、国外に旅行者を出す旅行業者は、本軽減措置は受けられ
ない。つまり、無期限から 6 年間の期限付きの軽減措置にして、新優遇措置が旧優遇措置より悪
くならないための代償措置が設けられたのである。国外に旅行者を出すのは外貨支出になるのみ
ならず、国内サービスの生産にならないため、優遇する必要はないとの考えであろう。
また、イスラム教を国教とする国らしく、イスラム巡礼者を扱う旅行業者の所得は全て法人税
の支払いを免除される。同法第 132 条 Note m は、巡礼地がイランにある場合は外国人巡礼者の旅
行手配により得た所得が、巡礼地がサウジアラビア、イラクに在る場合はイラン人巡礼者の旅行
手配により得た所得が、法人税の支払いを免除される、と規定している。
6.4.3. 非石油製品の輸出による所得の減免は継続
直接税法第 141 条は、非石油製品の輸出による所得の減免を規定している。同条第 A 項は、以
下のごとく規定している。
直接税法第 141 条第 A 項
製造業による最終製品と農林畜産水産物の輸出で得た所得の全額に対し直接税（法人税と個人所得税）が免除さ
れる。対象物には農林畜産水産物の加工品（conversion）と補完産業が製造した最終製品が含まれる。非石油製
品の輸出促進という国家目標に寄与するその他の商品の輸出で得た所得についての法人税、個人所得税は、半額
とする。これらの商品のリストは、各五か年計画の期間中に適用されるように、経済財務省、商業省、農業省
（Ministry of Agriculture Jihad）
、建設省、革命防衛隊（Construction Jihad）
、産業鉱山省等産業関連省庁が
作成・提案し、内閣が承認する。

同条第 B 項は、輸入品に手を加えずトランジット商品として輸出する業務によって得た所得の
全額につき直接税（法人税と個人所得税）を免除する、と規定する。本減免措置は、障害除去法
に直接税法第 141 条関連規定はないから、継続するものと思われる。ただし、2016 年 3 月 21 日
に始まる次の五か年計画において、非石油輸出品の商品リストが変更される可能性がある。2016
年 3 月 20 日までの五か年計画においては、非石油品の輸出なら、農産物、最終消費財、最終生産
財そして中間品である部品の輸出にも適用されていたようである。100％免除措置の対象は輸出物
生産者であり、50％の軽減措置の対象は輸出サービス業であると思われる。ただし、トランジッ
ト商品を扱って得た所得の全額免除を受けるのは、輸出サービス業者であることがほとんどであ
ると思われる。
また、障害除去法第 35 条は、鉱業法を改正して鉱物の輸出に際して付加価値を付けさせようと
している。そこでは、同条第 a 項は以下のとおり規定する。法人税に関する減額措置は変えない
が、採掘鉱物量に応じて政府に支払うロイヤルティは付加価値を付けないで輸出する際は減免し
ない、とする趣旨だと思われる38。

38

障害除去法の JICA イラン事務所が依頼した外部翻訳家が「税金」と訳した箇所を「政府への支払い」と訳し、
それはロイヤルティとしたのは、鉱業法第 14 条が、採掘権者が産業鉱業商業省に支払う採掘鉱物の価値に一定の
率を課して支払うロイヤルティに関する規定だからである。同ロイヤルティは金銭支払いでなく現物での支払い
でも良いと規定しており、同ロイヤルティが採掘権者の政府に支払う法人税である筈はない。もし、本規定が税
金だとすれば、直接税法第 141 条第 a 項により、現在「非石油製品の輸出促進という国家目標に寄与するその他
の商品の輸出で得た所得についての法人税、個人所得税は、半額とする。
」との規定により採掘権者である鉱業企
業が得ていた輸出分については法人税が半額の 12.5％となるとの優遇措置が廃止されることを意味する可能性が
出てきてしまう。
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障害除去法第 35 条第 a 項
鉱業法第 14 条を改正し、鉱石（raw minerals）が輸出される場合、政府への支払い（税金）は免除されない。何
が鉱石であるかについては鉱業委員会（High Council of Mining）が提案し、経済閣僚委員会（Economic Council）
が決定する。

同規定はさらに、
「同ロイヤルティ水準を決定する要素として従来あった『最適の採掘』に『加
工』を加える。
」としている。しかし、この変更により、鉱石を加工した輸出が進むと楽観するの
は危険だと思われる。なぜなら、最大 25 年間ある採掘権を持つ採掘業者が加工の能力・技術・資
金を持っているとは限らないからである。鉱業法第 10 条第 A 項に規定される産業鉱業商業省が採
掘権を与える際の判断基準は、以下のとおりである。
① 探鉱成功証明を得てから 1 年以内に採掘権の申請をした者
② 採掘期間中に鉱石を加工する施設を持つこと
③ 鉱石のまま使用する工業施設（石炭のような場合、加工はなくても燃料用にそのまま使われる）、鉱石加
工ないし工業用利用に際しての専門家の存在

従来であれば「鉱石のまま当面は輸出するが将来は加工して輸出する」と言えば減免され得た
ロイヤルティが、障害除去法により、加工せずに輸出する際はおよそロイヤルティの水準につい
て免除措置を受けられることはなくなったのである。
鉱物加工技術と資金、そして何より輸出先を確保している外国投資家にとっては、本障害除去
法の規定は有利に働くと思われる。鉱業法第 11 条は、探鉱権と採掘権を与えるにあたっては、イ
ラン人宗教者とその家族、退役軍人、イラン協同組合企業、イラン株式会社、イラン地場の一定
の個人を優先する、としており、イランの株式会社形態で進出した外資系企業が採掘権者となる
可能性が高まったのである。
6.4.4. 法人格を持たない投資の場合の法人税の減免は新規導入
6.4.4.1. 障害除去法第 30 条は、直接税法第 138bis 条の新規規定
障害除去法第 30 条は、直接税法第 138bis 条の新規制定を規定している。本規定は法人確保持
たない投資、Buy Back 契約（統合石油契約（IPC 契約）も含まれると思われる）
、BOT 契約、Civil
Participation 契約で利用され得る投資優遇のための法人税減免措置であると思われる。
規定は以下のとおりである。
直接税法第 138bis 条
パートナーシップ契約形態で生産企業の運転資本用としてプロジェクトの金融のために現金を出資する自然人
ないし法人は、パートナーシップ契約で期待される利息最低額相当分の所得税免除措置が受けられる。最低利息
期待額は中央銀行の最高機関である金融融資委員会が承認する。支払われた利息については税金相当分を利息支
払い者が差し引いたとみなす。
Note1 本条により利息所得につき法人税減免を受けた者は、生産企業への現金出資分を 2 年間は引き揚げてはな
らない。
Note2 現金出資分がプロジェクトの金融ないしは生産企業の運転資本のために使われたかについて判断する権限
は、所轄税務署にある。

「支払われた利息については税金相当分を利息支払者が差し引いたとみなす。
」との規定は、利
息の海外送金における源泉徴収義務を指していると思われる。イラン国税庁が編纂した「2015 年
版イランの税システム」に、外国企業への利息支払いについての源泉徴収率は支払い利息総額の
3％であるとの記載がある39。イランの生産企業がパートナーシップ契約形態で出資した者が外国
法人である場合で、イランの生産企業に利息支払義務がある際に、イランの生産企業は支払利息
総額の 3％を源泉徴収する義務があるが、本規定により、源泉徴収したとみなすので、利息の海
外送金額が大きくなり、それだけ海外投資家の収益採算性が良くなるので投資優遇税制になる。

39

前掲注 31「2015 年版イランの税システム」32 頁
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6.4.4.2. BOT 事業での直接税法第 138bis 条の新規規定
BOT 事業でこの規定を読むと、生産会社はプロジェクト会社（BOT 企業）
、出資者は海外投資家
（sponsor）であると思われる。海外投資家は BOT 会社から得た配当、ロイヤルティ、親子ローン
の利息受取りが所得になる。その所得についての所得税が BOT 契約で決められた最低利息期待額
相当分が減額されるのである。イランでは配当所得について直接税を課さない。直接税法第 105
条 Note4 は法人のみならず自然人の配当所得にも直接税は課さないと規定する。したがって、配
当の海外送金についての源泉徴収はない。
ロイヤルティの海外送金についてはイランの生産・採掘企業が支払う場合は 5％分が源泉徴収
される。前述のイラン国税庁「2015 年版イランの税システム」に、外国企業への利息支払いにつ
いての源泉徴収率はロイヤルティ支払総額の 5％であるとの記載がある40。ロイヤルティ税が属す
る利権譲渡税の税率は 20％～40％であるが、利権譲渡税の一部のロイヤルティ税は 20％が適用さ
れ、その 25％が源泉徴収されるので、外国企業が出した知的財産権、技術移転、フィルムに対し
て支払う使用料としてのロイヤルティの源泉徴収金額はロイヤルティ支払総額の 20％×25％＝
5％となるとの説明がある。同説明には、生産ないし採掘に従事する居住者企業ないしイランの中
央省庁・地方政府機関・政府関係機関がロイヤルティを支払うか、放送映画フィルム使用で支払
うかの場合は 20％が適用され、他のライセンスないし権利についてのロイヤルティ支払いは 30％
が適用される、とある。
他方、利息の海外送金についての源泉徴収率は 3％である。海外投資家は配当全額、ロイヤル
ティ金額の 95％、親子ローンの利息受取金額の 97％を足し合わせた金額を所得として海外送金に
より受け取ることになる。ロイヤルティ受取分の源泉徴収分 5％と利息受取分の源泉徴収分 3％が
限度となる中央銀行が認めた最低利息期待額相当分を差し引いた額を BOT 企業は海外投資家の代
わりにイラン所轄税務署に納付することになる。金額で大きな割合を占める親子ローンの金利支
払いの源泉徴収分が問題となると思われる。
合弁 BOT 企業の場合でも親子ローンを出すのは海外投資家のみであると思われるし、万一国内
投資家が親子ローンを出したとしても、利息の国内送金であるので源泉徴収義務は合弁 BOT 企業
には生じない。国内投資家は、配当の他に BOT 契約で決められたロイヤルティ受取金額、利息受
取金額（あるとしたら）を足して、中央銀行が認めた最低利息期待額相当分を差し引いた額を所
得として他の所得と共に合算して法人税を支払うことになる。
海外シニアレンダーが出すシニアローンの利息支払いにつき源泉徴収義務が課されなければシ
ニアローンの金利はそれだけ低くできるので、事業採算性は良くなる。
「プロジェクトの金融のた
めに現金を出資する自然人ないし法人（those persons that contribute in cash to the financing
of projects）」の解釈の問題であるが、ここでは海外シニアレンダーに支払う利息支払いについ
ては 3％の源泉徴収義務があると解しておく。
「
（所得税免除措置が受けられる）利息最低期待額は中央銀行の最高機関である金融融資委員会
が承認する」との規定の意味は不明であるが、西洋式の銀行ローンの金利水準で決められたリス
クを踏まえた利息とロイヤルティ分であると考えておく。支払通貨国の長期プライムレート相当
の利息分についてのみ源泉徴収したとみなすと解すれば、個別の利息支払時に源泉徴収分が生ず
ることになり事務が煩雑になる。イランはイスラム金融を金融の基本としており、金利をとらず、
リスクをシェアするという考え方になり、金利は利息最低額（minimum interest expected）とし
て表示されることによると思われる。このようなイスラム金融の考え方によれば、シニアレンダ
ーはプロジェクトの金融に現金で出資した者ということもできるから、シニアレンダーに支払う
利息支払いは源泉徴収したものとして全額海外送金されるとの解釈も成り立ち得るように思われ
る。その判断は直接税法第 138bis 条 Note2 により所轄税務署（relevant tax affairs office）
が行うから、所轄税務署との交渉の余地はあるように思われる。BOT 事業も電気・水やサービス
を生産しているとして、生産企業の法人税優遇措置が受けられたとしても、BOT 法令がなく Value
for Money（VfM）や Viability Gap Funding（VGF）
、政府保証の仕組みができていないイランの
BOT 事業の収益採算性が諸外国並みになるとは思われないからである。
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前掲注 31「2015 年版イランの税システム」32 頁
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6.4.4.3. Civil Participation、Buy Back 方式と直接税法第 138bis 条の新規規定
Civil Participation では、法人格を持つ場合は当該企業、法人格を持たない場合は契約によ
る独立経営体に出資することになる投資家の得る所得について、Civil Participation 契約で認
められた利息最低限期待額分を差し引いて課税することになると思われる。
Buy Back 方式では、イラン国営石油会社（NIOC）ないしその傘下企業が生産会社となり、彼ら
との間で締結した石油ガス探鉱開発契約（IPC 契約。Buy Back 契約を発展させたものが IPC 契約）
がパートナーシップ契約に相当する。
「生産企業の運転資本用としてプロジェクトの金融のために
現金を出資する自然人ないし法人」に外国投資家がなる。20 年～25 年にわたる石油ガス探鉱開発
契約により外国投資家が投資するのは、契約時に定められた「投下資本金額、金利、報酬（投下
資本×一定率）
」である。この中で、外国投資家がイランで得る所得とは、金利と報酬である。報
酬はロイヤルティとみなされると思われるので、金利につき 3％、報酬につき 5％の源泉徴収義務
が NIOC ないしその傘下企業に生ずる。その源泉徴収額を限度として中銀が決める最低利息期待額
を差し引けば良い。つまり源泉徴収が一切されないで海外送金されてくれば、源泉徴収後の分し
か海外送金されてこない場合より外国投資家は投資優遇を得たことになる。
問題は、作業開始後の超過コスト（コストオーバーラン）の外資側負担分である。従来は外国
石油企業側の負担だったが、IPC 契約では、外国石油企業の最新の技術と世界市場への輸出能力
を踏まえ、国際市場での石油ガス価格の動きも反映させ、超過コストをイラン側と外国石油企業
側で配分することにした外資側が負担した超過コストは損失であるとして、金利につき 3％、報
酬につき 5％の源泉徴収分の所得から差引きを認めてくれる可能性はないのかという問題である。
中銀が決める最低利息期待額の決め方如何による。
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７．知的財産（特許、意匠、商標など）制度概要と登録実務
7.1.

イラン知財制度の概要

イランの知的財産制度の主務機関は、知的財産センター（Intellectual Property Center）で
あり、国家登録局（the State Organization for Registration of Deeds and Properties：SORDP）
の下部の機関である。国家登録局は、司法省（Judiciary of the Islamic Republic of Iran）の
下部組織である。
イランではこれまでに以下の知的財産関連法が制定されている。
産 業 財 産 権 の メ イ ン と な る 法 律 は 、 2008 年 制 定 の 特 許 工 業 意 匠 商 標 登 録 法 （ Patents,
Industrial Designs and Trademarks Registration Act）であり、当該法律の制定により、以前
の 1931 年の商標・特許登録法と関連施行規則並びに改正法が廃止された。
当該法は、5 年間の暫定法であることから、2015 年 12 月現在、議会の法律委員会（Legal
Committee）で審議されており、2016 年に改正される予定である。改正法には、①実用新案制度、
②営業秘密、③不正競争、④遺伝資源にかかる制度が含まれる。また、2016 年にはヘーグ協定（意
匠）の加盟も予定されている。
加えて、新著作権法の審議も進んでいる。現在は、1970 年著者・作曲家・芸術家の権利を保護
する法律（Act for Protection of Authors, Composers and Artists Rights）及び 1973 年書籍・
定期刊行物・音楽作品の翻訳と複製にかかる法律（Translation and Reproduction of Books,
Periodical and Phonograms Act）の 2 つの法律が著作物に対して保護を与えている。新著作権法
は、改正法ではなく、2016 年に制定・施行される予定である。同時に、ベルヌ条約（著作権）と
ローマ条約（実演家の権利）の加盟手続も進められている。

7.2.

イランにおける知的財産権の枠組み

イランは WTO 未加盟のため TRIPS 協定を批准していないが、産業財産権にかかる複数の国際条
約（パリ条約等）に加盟している。

対象
発明
発明・考案
（実用新案）

意匠

商標

商号
地理的表示
植物品種

表７－１：知財制度概要（2015 年 12 月現在）
保護期間
根拠法
備考：国際条約加盟状況他
パリ条約、PCT 条約、ストラトブルグ条約
特 許 意 匠商標 登録法
出願日から
審査期間は最大 6 ヶ月（3 ヶ月の延長あり、施
（2008 年）
20 年
行規則第 28 条）
審査主義
先願主義
規定なし
出願日から
5 年（5 年を
2 回、最長
15 年まで
更新可能）
出願日から
10 年
更新可
出願日から
10 年
更新可
10 年
更新可
出願日から
18 年

制度なし

特許として登録の可能性有り

特 許 意 匠商標 登録法
（2008 年）
審査主義

パリ条約、ロカルノ条約
審査期間は最大 60 日（施行規則第 82 条）

特 許 意 匠商標 登録法
（2008 年）
審査主義

色彩は対象、音・臭いは対象外、パリ条約、
Madrid 条約 、ニース条約、ウィーン条約
審査期間は最大 30 日（施行規則第 119 条）

特 許 意 匠商標 登録法
（2008 年）
地理的表示保護法
（2005 年）
種 苗 登 録管理 証明法
（2003 年）
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パリ条約、マドリッド条約、リスボン条約
UPOV 未加盟

対象
回路配置

著作物

インターネット上での
著作物・商標・ドメイン
ネーム・営業秘密
不正競争

保護期間
規定なし

根拠法
制度なし
著者、作曲家、芸術家
の 権 利 を保護 する法
律（1970 年）
書籍・定期刊行物・音
楽 作 品 の翻訳 と複製
に か か る 法 律 （ 1973
年）

備考：国際条約加盟状況他
特許法ないし意匠法で保護の可能性

規定なし

電 子 商 取引に かかる
法律（2003 年）

電子的、光学的又は情報技術を利用して送信、
受信、保存又は処理された情報が対象

規定なし

刑法（1998 年）

明確な不正競争の定義なし

著者の死後
30 年

1970 年制定と古いため全面改正中。ベルヌ条
約、ローマ条約非加盟。1973 年翻訳・出版保
護法（1973 年）
、コンピュータソフトウェア保
護法（2000 年）はある。
デジタル著作物は電子商取引法で保護対象に
含まれている。

なお、この中で、実用新案、営業秘密と不正競争は改正中の特許意匠商標登録法に組み込まれ
る予定である。

7.3.

知的財産センターの組織と機能

知的財産センターの組織図は以下の表７－２のとおりである。商標局、工業意匠局、特許局の
ほか、他の 2 つの局（Deputy of Center）は、著作権及び著作隣接権の促進及び保護及び啓蒙と
管理局である。
図７－２：知的財産センターの組織図
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7.4.

特許工業意匠商標法

7.4.1. 特許
特許工業意匠商標登録法第 1 条は、発明について、
「初めてあるモノあるいはプロセスを生み出
した個人の知的活動の所産であり、専門、技法、技術、産業等の分野におけるある特定の問題解
決を提供するもの」と定義している。
登録可能な発明については、同法第 2 条で次のように定義されている。
①
②
③

当該発明が新規のイノベーションであり、産業上利用可能なものであること
当該発明は、既存技術では予想されないものであり、当該分野の通常の技術を有する者には自明でない
もの
当該発明は、当該技術分野で作られあるいは利用される場合には、産業利用可能であると考えられるも
の。ここで「産業」とは、広義に解釈され、ハンディクラフト、農業、漁業それにサービスも含まれる。

一方、登録できないものとして以下のものがある（同法第 4 条）
。
①
②
③
④
⑤
⑥

発見、科学理論、数学的方法及び芸術作品
ビジネスを行うためや知的あるいは社会的な行動をするためのスキーム、規則あるいは方法
人あるいは動物の疾病の治療又は診断方法
遺伝資源、当該遺伝子構成物を構成する遺伝子構成物及び当該遺伝子構成物を生産するための生物学的
プロセス
産業あるいは技術において既に想定し得たもの
イスラム法（シャリーア法）
、公序良俗に反する商業的利用のされるもの

イランは先出願主義をとっている。特許出願書類はペルシャで提出しなければならない。出願
書類には、保護を求める範囲を明確にし、適法に署名と日付が記載されていなければならない（同
法第 6 条）
。外国人の出願に関しては、出願人の当該国が公証を行いイラン領事館が認証した委任
状を通じて（民法第 1295 条）
、イラン在住の法的代理人が当該出願人に代わって手続を行う必要
がある（特許工業意匠商標登録法第 51 条）。
特許審査は、3 名から構成されるテクニカルグループ（1 名は外部から）で判断されるが、実体
審査（特許工業意匠商標登録法施行規則（Executive regulation of Patent, Industrial Designs
and Trademarks Registration Law）第 28 条）に関しては、外部の専門機関（同規則第 28 条 Note）
が実施しており、審査期間は最大 6 ヶ月（同規則第 28 条）としているがオフィスアクションの回
数によって期間は異なる。また、専門機関が当該期間内に審査がなされない場合は 3 ヶ月の延長
を認めている。同規則は改正中であり、第 28 条改正案では最大 9 ヶ月に延長されている。なお、
特許審査官は 15 名いるが、実体審査は外部の 70 名の専門家（大学、研究機関）にアウトソーシ
ングしている。
イラン国内での特許出願が少ない（下記「表７－３：知的財産権に関する統計」参照）理由は、
政府系企業が多く国内市場を独占していたことに加えて、経済制裁により外国企業の進出が滞っ
ていたことが大きいと考えられている41。
ところで、職務発明は、
「発明が、雇用契約の実施において行われた場合は、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事業者に帰属する」
（特許工業意匠商標登録法
第 5 条 e）と規定されているが正当な対価等の規定は存在しない。つまり、事業者側とすれば、
契約で決めない限り対価を支払う必要はないと考えられる。イランにおける発明は、会社ではな
く個人が行うことが多いので、職務発明は従来あまり問題になってこなかったものと考えられる。
7.4.2. 実用新案
イラン特許工業意匠商標法に実用新案制度に関する規定は存在しない。しかし、規定がないか
ら保護されないという訳ではない。実用新案に該当する考案や発明であっても、通常の特許出願
を行えば特許が付与される可能性がある。つまり、これは実体審査の内容によるが、場合によっ
41

また、特許出願の多くは、個人の研究者によって出願されているのが特徴である。この理由については、イラ
ン国内で政府出資企業（SOE）は競争がなく特許出願の必要がないためであると考えられる。
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ては特許にならない実用新案のような発明であっても、現状のイランでは特許として登録されて
しまう懸念がある42。
7.4.3. 工業意匠
工業意匠とは「線あるいは色彩から構成されたもの、又は、線あるいは色彩と結合されている
かに関係なく立体的な形状であり、それらが工業製品あるいはハンディクラフトに審美性（特別
の外観）に与えるもの」と規定している（特許工業意匠商標法第 20 条）。登録の要件は、①新規
性、②独自性である（同法第 21 条）
。外観の変更がなく単に技術的成果のみを達成するものは工
業意匠として保護対象にはならない。なお、新規性については、世界公知となっている。
有効期限は、出願日から 5 年であるが、その後 5 年の期間で 2 度、つまり 10 年間延長が可能で
ある（同法第 28 条）
工業意匠の審査は方式審査が中心で実体審査は行われない（同法第 27 条）。
7.4.4. 商標
商標については、以下の標章、団体標章、商号の 3 つの定義が置かれている（特許工業意匠商
標法第 30 条 a）
。
標章（マーク）
：
「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（サイン）
」と定義され
ている。
団体標章：
「団体商標の登録者の管理の元において自然人あるいは法人が当該サインを利用することで商品あるい
はサービスの品質を含むことで原産品や特徴を識別できる可視的な標識」
商号（トレードネーム）
：
「自然人あるいは法人を特定あるいは識別する名前あるいは名称」

登録できないものとして以下のものがある（同法第 32 条）
。
①
②
③
④

商品やサービスに識別性を有しないもの
イスラム法（シャリーア法）
、公序良俗に反するもの
商品やサービスの地理的表示に関して大衆や商業地を欺くもの
国や政府間機関の紋章、旗、その他の標章などと同一かあるいは類似、あるいは要素としてそれらを含ん
でいるもの
⑤ イランで周知な標章又は商号と同一かあるいは誤認混同を惹起するほど類似しているもの
⑥ 同一あるいは類似標章が登録されているか、あるいは非類似でのサービス分野において周知である場合に
おいて、慣習的に当該標章の使用と周知標章の保有者との間に関連性があり、当該登録によって周知標章
の保有者の利益を害するおそれがある場合
⑦ 他人の先願の標章であって欺瞞、混同を惹起させるもの

外国人による商標の出願については、出願人が付与し、出願人の本国にあるイラン領事館が認
証した委任状を通じて（民法第 1295 条）
、イラン在住の法的代理人が当該出願人に代わって手続
を行う必要がある（特許工業意匠商標法第 51 条）
。
なお、商標の保護期間は、10 年ごとに更新でき、回数に制限はない（同法第 40 条）
。
インターネット上でのドメイン名や商標の不正利用については電子商取引法（Electronic
Commerce Law）第 66 条で規定されており、罰則として 1 年～3 年の懲役並びに 2,000 万リアル～
1 億リアル（8 万円～40 万円）の罰金が科せされる（同法第 76 条）。

7.5. 著作権法
著作権に関しては、文化イスラム指導省（Ministry of Culture and Islamic Guidance）が登
録機関となっている。
著作者とは、作家、作曲家、芸術家を指し、彼らの知識による、独自性あるいは芸術性のある
（その手段は問わない）作品が著作物であると規定している（著者・作曲家・芸術家の権利を保
42

イランでの特許等の実体審査の内容は不明である。
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護する法律第 1 条）
。著作者は、出版、放送、実演並びに公表に関する排他的権利を有すのみなら
ず、著作物及び著者名から生じる経済的あるいは知的な利益を享受する権利も有する（同法第 3
条）。また、著作者の知的権利（intellectual rights）についての規定では、場所や時間の制限
を設けず譲渡することもできないとしている（同法第 4 条）
。その意味では、わが国の著作者人格
権に類似したものと考えられる。
著作権（経済権）については、最初にイランで発行、頒布、実演された作品が保護対象であり、
イランの前に他の国で発行、頒布あるいは実演されていないものとの限定がある（同法第 22 条）。
そのため、イランはベルヌ条約に加盟していないので、例えばわが国で最初に発行された著作物
をイラン国内に輸出し販売したとしてもイラン国内での著作権の保護は受けられないことになる。
権利制限規定については、引用を付けることによる使用（同法第 7 条）
、非営利の公的図書館、
文書館や科学及び教育施設での複製（同法第 8 条）
、情報省が複製及び出版済みの著作物を使用す
る権利を有すること（同法第 9 条）
、教育省が印刷及び発行された教材を利用する権利を有するこ
と（同法第 10 条）に加えて、非営利を目的とした私的使用の範囲で複製等が認められている（同
法第 11 条）
。
著作権の保護期間は著者の死後 30 年となっている（同法第 12 条）
。相続人や権利の譲渡契約が
ない場合は、文化芸術省が保護期間中の公的利用の権利を有することになる。職務著作の場合は、
保護期間の短縮や権利制限にかかる特段の契約がない限り出版から 30 年である（同法第 13 条）。
著作物の登録は、日本と同様に、権利取得の要件ではない。著作物の登録は、文化芸術省が指
定する機関に対して行うことができる。その場合、著作者は、名前、タイトル、作品並びに主な
特徴を記載する（同法第 21 条）
。
なお、デジタル著作物については、電子商取引法第 62 条で保護が与えられており、罰則として
3 ヶ月～1 年の懲役若しくは 5,000 万リアル（約 20 万円）の罰金が科せられる（同法第 74 条）。

7.6. 地理的表示
地理的表示とは、
「イラン国内の領域、地域あるいは場所を原産とする商品を特定する表示であ
り、当該商品の品質、評判あるいは特徴が当該原産地に属しているもの」と規定されている（地
理的表示保護法（Act on Protection of Geographical Indications）第 1 条 A）
。ここで商品と
は、自然あるいは農業産品、あるいはハンディクラフトや産業製品を指す（同法第 1 条 B）
。
地理的表示は、登録の有無にかかわらず保護される（同法第 3 条 A）
。ただ、同法第 1 条 A の定
義により登録され地理的表示は、同法が規定する地理的表示として法的効果が明確になり、例え
ば、他の地域の産品であるにもかかわらず消費者に対して不当な地理的表示を行う者に対して法
的に対抗することができる（同法第 3 条 A、B）。
次の地理的表示は保護されない（同法第 5 条）
。
①
②
③

同法第 1 条 A に合致しないもの
イスラム法（シャリーア法）並びに公序良俗に反するもの
原産国で保護されていないか保護が停止されたもの、あるいは、イランが批准している条約の枠内にお
いて当該原産で使用中止になったもの

地理的表示の偽造あるいは欺瞞や不正競争行為を構成する行為は犯罪であり、損害賠償請求に
加えて、1,000 万リアル～5,000 万リアル（約 4 万円～約 20 万円）の罰金あるいは 91 日～6 ヶ月
の懲役、又はその両方が科せられる（同法第 6 条）
。また、個人からの請求により差止命令を出す
ことができる。
地理的表示の登録は、不動産登記局に対して行う。登録申請は、生産に従事している自然人、
法人あるいは団体に加えて登録された商品の生産、頒布あるいは政策立案に従事する機関となっ
ている（同法第 7 条）。
なお、地理的表示によっては、団体商標としても登録の可能性がある。

63

7.7. 営業秘密
特許工業意匠商標法に営業秘密の規定は存在しないが、2003 年電子商取引法の第 2 章に営業秘
密保護に関する規定が置かれている。同法第 64 条は、電子取引における適法かつ公正な競争保護
のため、営業秘密の違法な取得及び第三者への開示は犯罪行為とみなすと規定している。ここで
保護される営業秘密は、電子的な媒体での営業秘密を対象とし、「情報、方式、パターン、ソフ
トウェアプログラム、手段と方法、技術と手順、非公開の文書、ビジネス及び取引方法と手順、
戦略、計画、財務情報、顧客リスト、ビジネスプロジェクトなどで、財産的価値を有するもの」
で、それらが「一般には入手できない状態でかつその保護のために適切な努力がなされている」
ことが条件となっている（同法第 65 条）。
競合、利益享受あるいは営業秘密の開示を禁止する雇用契約違反によりビジネス、産業、経済
又はサービス企業に損害を与えるために、電子的手段により営業秘密の違法な取得と第三者への
開示を行った者は、6 ヶ月～2.5 年の懲役若しくは 5,000 万リアル（約 20 万円）の罰金が科せら
れる（同法第 75 条）。

7.8. 植物品種
種苗登録管理証明法（Act of Plant Varieties Registration, Control and Certification of
Seeds and Seedlings）の目的は、種苗管理と証明過程の組織化を図ることで国益を守ることと、
育成者の知的財産を保護することであり、農業省は植物の新品種の特定と登録並びにこれら国家
の種苗に関連する事項の管理及びモニタリングの責務を負うとしている（同法第 1 条）。
同法の保護対象となるものは以下のとおりである（同法第 3 条）。
①
②
③

栽培変種植物は、過去に登録されているあるいは特定されているものと比べて、独特の遺伝的特徴と特
質を有していること
新品種は、遺伝子的及び形態的側面あるいはその両方の特質により同一であること
品種のスペックは、それがハイブリッドかそうでないかにかかわらず、生産及び繁殖の期間において不
変であること

出願は自然人あるいは法人によってなされ、品種に関する知的財産権の排他的利益を享受する
ことができ、その保護期間は 18 年となっている（同法第 5 条）。
同法は、違法行為として下記を列挙している（同法第 7 条）。
①
②
③
④
⑤

他人及び他の法人に属している品種の不正特許並びに導入
種苗の繁殖に関して種苗登録証明研究所が発表した技術原理違反、それによる法人並びに自然人の受益
者に対して損失と損害
植物検疫法違反
登録種苗の権利者である法人あるいは自然人から法的に有効な許可を得ずに登録品種を利用する場合
種苗登録証明研究所の認可を得ずに市場に対して種苗を生産、繁殖行為を提供すること

これらの不正行為に対して、判決が下された時点でのレートに基づき、実際に被った被害額の
3 倍の罰金と原告が被った被害の補填を行わなければならないとしている（同法第 7 条）。
なお、海外から持ち込む種苗については、農業省の認可と共に隔離検疫規則及び種苗基準を遵
守することが求められる（同法第 11 条）。ただし、政府系及び非政府系研究機関やセンターが研
究目的でサンプルとして輸入する場合はこの限りではない。
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7.9.

その他

7.9.1. 侵害に対する救済
知的財産侵害行為に対しては、民事・刑事の救済が与えられる。また、暫定措置（temporary
measures）も可能とのことである。民事訴訟については、テヘランの民事裁判所第 3 部の特別法
廷で扱われている。刑事事件については、テヘラン検察庁第 1 部で審理がなされる。刑事犯罪が
テヘラン以外の地方で行われた場合、検察官は予備的な捜査を行うよう捜査令状を発付し、その
捜査ファイルを被告人裁判のために送り戻すよう命じる43。
なお、イランには知財専門の裁判官は 9 名いる。うち 6 名が民事裁判所で、3 名が刑事裁判所
である。
7.9.2. エンフォースメント
経済制裁のため国外からの製品の流入が限られており、知財類似品問題が表面化していないが、
イランには多くの知財侵害品が流通している。海外との取引拡大に伴い、侵害品が増加すること
が予想される。そのため、効果的・効率的なエンフォースメントの仕組みが求められ、法整備、
知的財産センターの機能充実、税関や警察とのコラボレーション、教育啓蒙等が必要になると考
えるが、何れも十分とはいえない。前述したように、イランでの侵害対応は司法を通して行うの
が一般的で、日本や米国等の先進国と同じである。しかし、司法での解決は時間を要すること（1
年程度）
、司法制度も不透明であること、既に市場に溢れている侵害品の排除という点から見れば、
効率的・効果的な対応であるとはいい難い。
7.9.3. 電子出願システム
産業財産権に関する出願は、2012 年より電子出願システムができており、誰でもアクセスでき
る44。
電子出願システムにより出願する場合、出願人は、PC で出願手続を行い、後日関連書類を郵送
する。当該システムを使えない者は書類を提出して直接出願する。電子出願システムでは、電子
的に、支払い、受理、審査官への問合せ等が可能となっている。また、公告も電子的に行われる。
なお、説明では全ての出願関係書類に電子的にアクセスできるとのことであったが、包袋情報も
含まれているかどうかは不明である。これまで IP 登録オフィスに出願されたものはデータベース
化されウェブサイトで掲載されている（ただしペルシャ語のみ）
。
7.9.4. 登録状況（出願・登録統計）
以下の表７－３～７－６は、知的財産登録局から提供された知財統計である。統計としては十
分とはいえないが、参考までに掲載する。
表７－３：知的財産権に関する統計
商標 1304 年以降
出願：439,131 件
登録商標：210,013 件
特許 1310 年以降
82,514 件
工業意匠
出願：20,964 件
登録意匠：8,965 件
地理的表示
出願：37 件
登録：18 件
拒絶：0 件
公告中：0 件
審査中：19 件
WIPO 経由のもの（1385 年以降）
国内出願者による
出願：924 件
登録：263 件
拒絶：661 件
外国登録：5 件
マドリッドプロトコル経由
国内出願者による
出願：30,627 件
受理件数：15,103 件
登録：17,576 件
もの：226 件
43

JETRO 模倣対策マニュアル<中東編>（2009 年）422 頁。救済措置については 422-432 頁を参照。
https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/middle_east/ip/pdf/2009_mohou.pdf
44
http://iripo.ssaa.ir
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表７－４：特許に関する費用（Rls.）
項目
自然人
法人
特許出願及び分割出願の登録
10,000
100,000
年金
1-5 年 ：100,000/年
6-10 年 ：200,000/年
自然人の 10 倍
11-15 年：300,000/年
16-20 年：400,000/年
年金の遅滞支払い
関連する 5 年間の年金の半額
譲渡、使用ライセンス、放棄
50,000
500,000
譲渡契約及び契約によらない譲渡に関す
300,000
3,000,000
る登録
使用ライセンス又は取消し又は消滅にか
譲渡契約及び契約に依らない譲渡の半額
かる登録
出願書類及び補足資料の補正費用
特許出願費用の半額
出願又は実施ライセンスの譲渡にかかる
50,000
500,000
登録
変更（移転及び使用ライセンス以外）の
50,000
500,000
登録
謄本発行
100,000
1,000,000
真正認証謄本
5,000
50,000
出願受理確認又は特許証
15,000
15,000
拒絶理由に対する異議申立処理
500,000
750,000
特許異議申立処理
1,500,000
3,000,000
裁判所への無効申請提出の保証金
3,000,000
4,500,000
国際登録出願にかかる調査
50,000
500,000
表７－５：工業意匠に関する費用（Rls.）
項目
自然人
各分類への出願登録
50,000
追加分類
20,000
1 分類に対する 5 年間の登録
450,000
最初の 5 年間の追加分類登録
100,000
第 2 回目の 5 年間の各分類の延長登録
900,000
第 2 回目の 5 年間の各追加分類の延長登
200,000
録
第 3 年目の 5 年間の各分類の延長登録
450,000
第 3 回目の 5 年間の各追加分類の延長登
100,000
録
第 2 回目の 5 年間の延長登録の遅滞金
200,000
第 3 回目の 5 年間の延長登録の遅滞金
100,000
譲渡、実施あるいは放棄に関する問合せ
50,000
譲渡契約及び契約によらない譲渡に関す
300,000
る登録
実施ライセンス又はその解除又は終了に
譲渡契約及び契約に依らな
かかる登録
い譲渡（ギフト等）に関す
る登録料の半額
宣誓書や付属書の修正
25,000
宣誓書又は実施ライセンスの譲渡にかか
50,000
る登録
譲渡や実施ライセンス以外の変更にかか
50,000
る登録
謄本発行
100,000
真正認証謄本
5,000
出願受領書又は工業意匠登録証
15,000
登録拒絶に対する申立処理
500,000
登録異議の申立処理
1,500,000
裁判所への無効の申立書提出保証金
3,000,000
国際登録出願にかかる調査
50,000
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法人
150,000
60,000
1,350,000
300,000
2,700,000
600,000
1,350,000
300,000
600,000
300,000
150,000
900,000

75,000
150,000
150,000
300,000
15,000
45,000
750,000
3,000,000
4,500,000
150,000

#
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

表７－６：商標に関する費用（Rls.）
項目
自然人
法人
各分類への出願登録
200,000
400,000
追加分類
20,000
40,000
1 分類に対する登録
1,200,000
2,400,000
追加分類登録
100,000
200,000
10 年間の延長登録
１分類に対する登録料と同額
延長登録の遅滞金
１分類に対する登録料の半額
譲渡、実施あるいは放棄に関する問合せ
50,000
100,000
分類ごとの譲渡契約及び契約によらない
100,000
200,000
譲渡に関する登録
追加分類ごとにおける譲渡の登録
50,000
100,000
実施ライセンス又はその解除又は終了に
100,000
200,000
かかる登録
追加分類ごとの実施ライセンス又はその
50,000
100,000
解除又は終了にかかる登録
宣誓書や付属書の修正
50,000
100,000
出願と実施契ライセンスの登録
50,000
100,000
宣誓書又は実施ライセンスの譲渡にかか
50,000
100,000
る登録
変更（移転及び使用ライセンス以外）の
50,000
100,000
登録
謄本発行
100,000
200,000
真正認証謄本
5000
10,000
出願受領書又は商標登録証
15,000
30,000
登録拒絶に対する申立処理
500,000
750,000
登録異議の申立処理
1,500,000
3,000,000
裁判所への無効の申立書提出保証金
3,000,000
4,500,000
国際登録出願にかかる調査
200,000
400,000
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８．技術移転等に関する規定45
技術移転そのものに関する規定は存在していないが、イラン外国投資促進保護法（FIPPA）の目
的のひとつとして（外国投資促進による）技術の向上が挙げられている（同法第 2 条第 a 号）
。特
許等の知的財産権を有する技術であれば知的財産センターに登録することによりイラン国内で法
的保護を享受することができる。
技術移転に関する特別法は存在しない。中国の「中国技術輸出入管理条例（2001 年 12 月 10 日
中華人民共和国国務院令第 331 号公布）
」やベトナムの「技術移転法（Decree 133/2008/ND-CP）」
のように技術移転の対象、契約、登録等を定めたものはないことから、イランにおいては当事者
間の契約の中で具体的な内容が決められることになる。
現物出資としての技術及び課税に関しては以下の規定が設けられている。

8.1.

投資資本の一部として技術ノウハウを含める際の評価

海外投資の一部として技術ノウハウや専門的なサービスを含め、それに対する支払いを行う場
合には、当該ノウハウ等を輸入する前に、当該契約書を投資申請書と共にイラン投資・経済・技
術援助機構（OIETAI）外国投資委員会（Foreign Investment Board）に提出しなければならない
（FIPPA 施行令第 21 条第 b 号）
。受理した後、OIETAI は関連する省とノウハウの必要性と価値に
ついて助言を求める。

8.2.

ライセンス又はロイヤルティ支払い

技術ノウハウ等については、現物出資か、適切な範囲でライセンスやロイヤルティの支払いを
行うことができる。

8.3.

外国企業に対するライセンス又はロイヤルティ支払基準

全ての支払いにおいて、輸入された原材料の価値はロイヤルティやライセンスを算出する基盤
となる。輸入材料の価値を差し引いた後の正味の金額がライセンス料として支払われることにな
る。つまり、従来からのポリシーに従い、ロイヤルティやライセンスの支払いは、国内での付加
価値を元に計算されることになる。

8.4.

ライセンス又はロイヤルティの税金

ノウハウ、エンジニアリング及び技術支援等に関する技術移転契約に基づく収入やライセンス
やロイヤルティ収入については、契約においてライセンスや他の権利が供与されている場合には、
外国法人の収入と見なされ、それらによる年間収入 20％～40％に対して 25％課税される（直接税
法第 107 条第 b 号及び第 105 条 Note2）。

45

OIETAI「イラン・イスラム共和国の外国投資に関するガイダンス及び Q&A」
（2015 年）参照。
http://www.investiniran.ir/OIETA_content/media/image/2015/11/4537_orig.pdf?t=635830947233286465
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９．

会社設立に関する法制度と手続

9.1.

株式会社の 2 形態と有限会社

9.1.1. 商法規定の閉鎖株式会社の形態で進出するのが普通
イランに現地法人を設立する際はイラン商法が認める会社形態をとる。外資系企業の多くは、
閉鎖株式会社（private joint stock company）の形態で会社を設立するが、小規模な企業の場合、
有限会社（limited liability company）の形で会社を設立することもある。公開株式会社（public
joint stock company）の場合、持ち分の譲渡制限をしてはならず（同法第 41 条）
、また、株式募
集が要求されているために、既存のイランの公開株式会社に出資したり買収したりする場合以外、
外資系企業が採用することは少ない。
閉鎖株式会社と公開株式会社については 1969 年 3 月 15 日に立法された商法の一部を改正する
法律による株式会社法（Joint Stock Companies Act と通称される。正式名称は同法第 300 条に
よれば“the Act Amending Certain Parts of the Commercial Code”と呼ぶようであるがその表
示は法文英訳にはない。）
（以下「株式会社法」とする）全 300 条で規定されている。なお、有限
会社については 1933 年施行の商法に根拠規定がある。
公開株式会社の場合、株式の募集が必要なこと、取締役会構成人数が 5 人以上必要であるなど、
経営組織が複雑であるだけでなく、外資系企業において、100％外資系企業ないし出資者間の信頼
に基づく外資系合弁会社の場合、持分譲渡を制限する必要があるにもかかわらず、公開株式会社
では株式譲渡制限をしてはならないため、外資系企業にとって選択しにくい会社形態になってい
る。
閉鎖株式会社は定款で株式の譲渡制限をしても良い会社形態であるのに対し、有限会社は出資
者間でのみしか持分譲渡を許さない。有限会社の出資者が持分譲渡を希望したのに他の出資者が
当該持分を引き受けない場合、当該出資者は、資本金額の 3/4 を持つ出資者の過半数の承認があ
れば、第三者に譲渡することができる。承認が得られない場合は、会社に持ち分を時価で売って
退社することもできる。閉鎖株式会社、公開株式会社ではこの退社権は認められていない。
株式会社以外に商法で規定している会社形態には、有限会社（limited liability company）、
一般合名会社（general partnership）
、合資会社（limited partnership）
、株式合資会社（joint
stock partnership）
、mixed joint stock partnership（無限責任社員と有限責任社員がいる形態
で、持分譲渡が一部社員につき許されている会社形態であると思われるが内容は不明）
、比例合名
会社（proportional liability partnership）があるとの説明があるが、商法は入手できなかっ
たので内容は不明である。更に、協同組合（cooperative company）、国有企業（state owned company）
という会社形態もあることになる。
9.1.2. 会社 3 形態の主な違い
閉鎖株式会社、公開株式会社、有限会社の会社 3 形態の主な違いは以下のとおりである。
表９－１：閉鎖株式会社、公開株式会社、有限会社の主な違い
公開株式会社
閉鎖株式会社
Public joint stock
Private joint stock company
company
ペルシャ語での会社
形態（会社は常に会
社形態の表示が必
要）
発起設立か募集設立
か
株式発行

有限会社
Limited liability
company

Sherkate Sahami Khass、
株式会社法第 4 条 Note

Sherkate Sahami Am、 Sherkat ba
株 式 会 社 法 第 4 条 Mahdoud、
Note
商法 95 条

発起設立

募集設立

発起設立

株式を発行する。無記名株式、記名
株式の何れの発行も可能であるが、
ほとんどは記名株式のみの発行。

株式を募集する。無
記名株式、記名株式
の何れの発行も可
能。

株式は発行できない。
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Masouliyat

閉鎖株式会社
Private joint stock company
最低出資者
出資者の有限責任
会社登記料
最低資本金額
現物出資

持分譲渡

優先株発行

最高意思決定機関

取締役会

会社代表権

利益配当

3 名以上
出資額を限度に
少額（Euro150 程度）
Rls.1,000,000（$30、Rls.34,600/$ as
of Jan. 27. 2015）
可能。評価方法を定款に書く。

公開株式会社
Public joint stock
company
5 名以上
出資額を限度に
少額

有限会社
Limited liability
company
2 名以上
出資額を限度に
少額（Euro200 程度）

Rls.5,000,000（$150）

Rls.1,000,000（$30）

可能

定款により持分譲渡は可能。出資持
分の全額払込終了前の持分譲渡で
は、譲渡人が払込責任を負う。定款
で譲渡制限をすることが多い。
可能。定款又は臨時株主総会の決議
による(株式会社法第 42 条)。優先内
容の変更については優先株を持つ株
主の過半数の決議のある臨時株主総
会の決議が必要(同法第 42 条)。優先
株には配当優先株、償還優先株、複
数議決権付優先株があり得る。
株主総会。定期株主総会は年 1 回開
催し、B/S、P/L、年次報告書、取締
役報告書、監査役報告書を出席株主
の持つ株式数の過半数で決議する。
取締役と監査役の選任では単純過半
数の決議で良い。定足数は議決権を
持つ株式総数の過半数を持つ株主の
出席である。流会となった場合、第 2
回目の定足数は不要となる。臨時株
主総会の定足数は株式数の過半数を
代表する株主の出席である。定足数
不足で流会になった場合、第 2 回目
の株主総会では、定足数は 1/3 で良
い。特別決議事項は株式数の過半数
を定足数として、出席株主の持つ株
式数の 2/3 の決議を必要とする。
取締役会を設置する。取締役は累積
投票により定款で規定された任期
（通常 2 年）で選任される。取締役
会の最低人数は 2 人で良い。
社長（managing director、取締役で
あることを要しない）
。取締役は場合
により個人ないし合同で、彼らの定
款違反ないし総会決議違反行為に責
任を持つ。個人の補償の範囲につい
ては裁判所が判断する。
定款によるが、通常は出資持分に応
じて配当する。
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譲渡制限は禁止（株式会
社法第 41 条）

可能。評価方法を定款に書
く。
出資者間のみ。第三者への
持分譲渡は資本金の 3/4 を
持つ出資者の過半数の合
意が必要。

可能

不可能

株主総会。閉鎖株式会社
に同じ。

定款に格別の規定がなけ
れば取締役。取締役の権限
に制限を加える場合は定
款に規定する。会社の決定
は資本金の半数以上を代
表する取締役の過半数の
決定による。可決されない
場合、第 2 回目の決議は、
取締役の数によれば良く、
取締役が代表する株式数
によらない。定款で他の方
法による決議方法を規定
することはできる。

取締役会を設置する。取
締役は累積投票により
定款で規定された任期
（通常 2 年）で選任され
る。5 人以上の取締役で
取締役会を構成する。

取締役会設置の必要はな
い。

社長（取締役であること
を要しない）

取締役。定款で制限でき
る。

定款による。

定款によるが、通常は出資
持分応じて配当する。

閉鎖株式会社
Private joint stock company

公開株式会社
Public joint stock
company

退社権

退社権はないので、出資の払戻しは
できない。

退社権なし

会社の解散事由

会社の目的の達成か
不達成の場合、存続期間が到来して
存続させない場合、破産した場合、
臨時株主総会での解散決議をした場
合。

同左

社債発行

不可

取締役全員への賞与
設立総会

配当の 10％上限
不開催も可能（株式会社法 82 条）
。

財務諸表

公認会計士の証明なしも可。

株式の額面

額面の上限なし

9.2.

可能（株式会社法第 51
条）
配当の 5％上限
開催が必要。
公認会計士の証明が必
要。
額面は Rls.10,000 が上
限

有限会社
Limited liability
company
退社権あり。いつでも出資
持分の返還を定款の規定
に従い要求できる。返還金
額は会社の時価による出
資持分相当である。返還金
額を資産譲渡によること
もできる。
出資者の出資持分を第三
者に譲渡するには、資本金
の 3/4 以上を代表する出資
者の同意が必要である。
会社の目的の達成か不達
成の場合、存続期間が到来
して存続させない場合、破
産した場合、資本金の過半
数を代表する出資者の解
散決議をした場合。
不可
規定なし
不開催も可能。
規定なし
株式発行不可

イランの会社法の制度の特色

日本の会社法の制度による株式会社とイランの株式会社との大きな違いとして以下が挙げられ
る。
①

②

③

④
⑤
⑥
⑦

イランでは一人株主は認められない。日本では一人株主は認められている。イランでは、最低出資者数
は、閉鎖株式会社では 3 名以上、公開株式会社では 5 名以上、有限会社では 2 名以上とされている。そ
のため、外資系企業で実質的に出資者が 1 名しかいない外資系企業でも、出資者要件を満たすために社
長や取締役を株主にすることが多い。
イランの株式会社では、取締役は株主でなければならない。日本ではこのような要件はない。イランで
は、取締役は株主の中から選ばれる（株式会社法第 107 条）
。外資系企業にとっては面倒な制度である。
取締役は株主でなければならないから、取締役を株主にしておく手続が必要となる。また、法人取締役
が認められている（同法第 110 条）
。法人取締役では、法人の代理人として自然人を選び、実際の取締役
の業務をさせる。いつでも代理人となった自然人を代理人としないことができるが、同時に代わりの代
理人を指名しない限り、取締役の欠員とみなされる。そのためもあってか取締役の任期は定款で規定す
るとあり（同法第 109 条、通常 2 年）
、取締役の任期は定款で自由に長く規定できる。また、取締役の利
益相反行為についての規定も緩い。
イランでは取締役は常に累積投票制度によって選任される。日本では株主の請求により取締役を累積投
票で選任することができるとし、かつ定款で累積投票を排除することもできる。現実に日本の株式会社
は累積投票制度を持たないことが多い。
イランでは取締役会において委員会制度はなく、取締役会、監査役ないし監査役会が会社の経営組織と
なる。
株主総会が定足数不足で流会となった際に、2 度目の株主総会での定足数の減少（臨時株主総会で 1/3）
、
ないし定足数は不要（定時株主総会で不要）の制度がある。
社債は公開株式会社しか発行できない。
閉鎖株式会社では設立時に資本金の 35％が払い込まれ、残りは 5 年以内に定款により取締役会か臨時株
主総会の決議により払い込まれる。
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⑧ 合併・分割・事業譲渡に関する会社法の規定は株式会社法にはないが、2014 年改正商法（審議中の法案）
で、新規に合併、会社分割が規定されている。しかし、合併・会社分割に反対する株主の権利や合併・
会社分割に際しての債権者の権利保護、会社分割に際しての労働者の異議申出についての規定の存否は
不明である。日本の会社法では、これらについての規定がある。
⑨ イランでは自己株式は消却してはならないと規定されている（株式会社法第 198 条）
。この規定は自己株
式を認めることを前提としていると思われるが、該当する規定は同法には見当たらなかった。イランの
会社は、2014 年改正商法第 307 条によると、公開株式会社を除き自己株式の取得が禁止されているが、
公開株式会社の場合は、子会社ないし関係会社が親会社にあたる公開株式会社の株式を、5％を上限に所
有して良いとの新しい規定が置かれている。自社株の直接所有は認めず 5％の間接所有しか認めないとの
趣旨である。ところが競争力のある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（障害
除去法）第 28 条第 b 号では、上場会社と店頭取引銘柄でその株式が取引される会社は、10％を限度に自
己株が取得できると規定する。自社株所有の緩和措置が進んでいるといえる。なお、日本では自己株式
取得が幅広く認められている。
⑩ イランでは、株主代表訴訟制度はないなど少数株主の権利保護制度は弱い。
⑪ イラン商法の規定する有限会社では、いつでも出資の払戻しができる退社権が出資者に認められている。
日本の会社法に規定する合同会社では、各社員（出資者）は事業年度の終了の時において退社すること
ができる。
⑫ イランでは、公開株式会社でかつ上場会社の場合、法人税が 25％ではなく、10％分減額されるので 22.5％
と優遇されているが（直接税法第 143 条）
、上場株式会社に法人税を優遇する制度は日本にはない。

以下では、外資系企業が実際にとることが多いと思われる閉鎖株式会社を新規に設立するか、
既存の閉鎖株式会社に出資する場合を中心にみていく。公開株式会社や有限会社についても必要
な場合に言及する。

9.3.

株式会社の設立

9.3.1. 出資者の数
株式会社の定義と株式会社の設立（definition and formation of joint stock company）につ
いて株式会社法第 1 章（第 1 条～第 23 条）が規定する。
株式会社の株主数は最低 3 名必要である（同法第 3 条）
。設立時のみならず操業中も必要である
ので、一人株主で良い 100％FDI でも、形式上は 3 名の株主が必要となる。他方、取締役は株主で
なければならず、法人取締役制度も認められている。そのため、実質株主が 1 名の 100％外資系
企業であっても、形式上は株主として日本本社のみならず、設立する現地法人の取締役を株主に
加えて 3 名の要件を満たしていることが多い。現地駐在の取締役社長や取締役を株主に加えて、
駐在交替時に株主を書きかえる事務が必要となる。
閉鎖株式会社の場合は、株主は最低 3 名で良いが、公開株式会社場合は最低 5 名の株主が必要
になる。株式会社の取締役は株主の中から選ばれるとあり、かつ公開株式会社の取締役数は 5 名
以上必要とあるためである。
9.3.2. 最低資本金と払込資本金
最低資本金は公開株式会社 500 万リアル（1 万 7,500 円）、閉鎖株式会社 100 万リアル（3,500
円）と少額すぎる金額である（株式会社法第 5 条）
。
資本金の払込方法は、閉鎖株式会社においては、会社設立時に資本金総額の 35％を払い込み、
残りを取締役会ないしは株主総会の払込決議により 5 年以内に払い込む（同法第 20 条）
。設立総
会は開催しなくても良い。他方、公開株式会社では設立者は資本金の 20％に相当する株式を発行
し、設立者は引き受けた株式総額の 35％相当額を払い込む（同法第 6 条）
。その後目論見書によ
り一般株主を募集して、資本金全額に相当する株式を発行し、その資本金額の 35％が払い込まれ
たことを確認して設立総会を開く（同法第 16 条）
。公開株式会社も閉鎖株式会社においても、残
りは 5 年以内に払い込むべく定款に記載する（同法第 8 条第 7 号。払込期限付きであるが授権資
本制度の考え方を取り入れているといえる）
。
現物出資の場合、現金出資分を預かった銀行に現物出資された物の権限証書を預けることで銀
行から証明を貰う（同法第 6 条 Note）。現物出資の資本金に対する上限規定はない。現物出資に
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は法務省の認めた検査役による資産評価が必要となる。現物出資は設立時のみに払い込む。
公開株式会社の場合、設立者は、設立宣言に定款と出資者総数の署名ある目論見書を添付して
会社登記局に届ける。公開株式会社の場合は一般人が株式に応募できるように新聞に目論見書を
公表するために目論見書が必要となる。会社登記局は法律要件を満たしていることを確認して目
論見書の公告を認める（同法第 10 条）
。
9.3.3. 株式会社の設立総会と会社登記
設立宣言には出資者全員が署名し、以下が記載される（株式会社法第 7 条）。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

会社名
出資者名と住所
会社の目的
払い込まれた現金出資と現物出資の内訳
記名株式・無記名株式・優先株式の数量と単位
各出資者の出資持分と払込額、払込先の銀行名、現物出資の内容と価値
本社の住所
会社の存続期間

閉鎖株式会社においては、設立総会は必要ではない。しかし、現物出資がある場合、法務省が
認めた専門家による評価書より高くてはならない（同法第 76 条、第 82 条）
。設立者が評価書より
高い現物出資を認めたい場合は設立総会を開催しての決議が必要になる。公開株式会社において
は、設立総会は必須であるし、現物出資者と優先株を持つ出資者は設立総会で現物出資ないし優
先株付与につき動議があった場合、議決権を持たないと規定されており、もし設立総会で否決さ
れたら 1 ヶ月の間をあけて開催される第 2 回目の設立総会の前までに、現物出資を現金出資にし
て現金を払い込み、優先株を普通株式にすることを認めない限り出資者にはなれない（同法第 77
条、第 79 条、第 80 条）
。
閉鎖株式会社においては、設立宣言と共に以下の書類が会社登記局に登記される（同法第 20 条）
。
①
②

③
④
⑤

定款に出資者全員が署名した定款
出資者全員の署名のある資本金額全額が発行され、その 35％が払い込まれている（銀行の証明書付き）
との文書。現物出資のある場合は、設立時に払込みがなされ、その個々の現物出資の評価額も記載され
る。優先株がある場合はその内容。
最初の取締役、監査役を選任した出資者全員の署名のある議事録
取締役、監査役を受任した旨の文書
第 1 回株主総会開催前までになす会社設立の公告内容とその公告先の新聞名を特定した文書

閉鎖株式会社は、目論見書を作ったり株式を証券取引所ないし銀行を通して公衆に売ることを
してはならないため（同法第 21 条）
、公開株式会社で必要となる目論見書についての手続は不要
となる。
公開株式会社の場合、設立者は目論見書により資本金額相当の株式が引き受けられて、応募者
が引受金額の 35％を所定の銀行口座に払い込んだことを確認した後に設立総会を招集する（同法
第 16 条）
。募集者に従業員を入れて従業員株主制度を導入することも可能である。未発行株式の
発行に際しては差別してはならないので、従業員株主を同時に発行する他の株式より安く発行す
ることはできないとの説明がある（“Invest in Iran 2011”）。
設立総会では、株主は定款を承認し、初代の所定の取締役と 1 人又は複数の監査役を選任し、
次回の株主総会まで株主への通知及び会社設立の公告をする新聞を特定する（同法第 17 条、第
74 条）。設立総会で取締役と監査役が書面で就任を認めた時をもって会社の設立日とする（同法
第 17 条）
。
設立総会の定足数は、出資を引き受けた出資者（発起人と募集に応じた出資者）の持つ株式の
半数以上（at least 50％）を持つ出資者の出席が必要となる（同法第 75 条）。 定足数に満たな
い時は 20 日以上空けて、2 回目の設立総会を 1/3 以上の株式を持つ株主の出席を定足数として行
う
（同法第 75 条、
現物出資がある場合は 1 ヶ月以上の間隔をあけて第 2 回設立総会が開催される）
。
設立総会の決議は出席した出資者の持つ株式の 2/3 を持つ株主による決議が必要である。3 度目
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の設立総会でも定足数が不足した際、会社は設立されない（同法第 75 条）
。
公開株式会社は、出資者が資本金を銀行に払い込んだ証明、定款案、設立宣言、出資者全員が
署名した目論見書案をもって、会社登記局に届け出る。会社登記局がない地では、土地、証書登
記所に届ける。現物出資の場合は証書を銀行に寄託し、受託書を創立宣言と共に会社登記局に届
ける（同法第 6 条 Note）
。
設立宣言より 6 ヶ月以内に株式会社が登録されていない場合、会社登記局は、設立者の申請に
より会社不登記の証明書を出す。その証明書を銀行に提出することで出資払込金額の払戻しがで
きる（同法第 19 条）
。
設立総会で承認された定款は、設立総会の議事録と取締役と監査役の受任書と共に会社登記局
に登記される（同法第 18 条）
。出資者は共同で出資行為につき責任を負う（同法第 23 条）。
9.3.4. 設立総会における現物出資と優先株式に関する取扱い.
現物出資の評価には法務省の専門家による評価書が必要である（株式会社法第 76 条）。設立総
会において現物出資額の評価について動議がなされた場合、現物出資者には議決権はない（同法
第 77 条）
。
現物出資が設立総会で認められないか、優先株式の内容が認められなかった場合、1 ヶ月以上
空けた次の設立総会で現金出資をする（同法第 79 条）
。 優先株の優先内容につき設立総会で認め
られない場合、普通株式の株主となる。現物出資者と優先株式の株主が、設立総会の現物出資を
認めない決議ないし優先株式の優先権を認めない決議に対して 2 回目の設立総会でも反対した場
合、彼らの出資分は無効となり、他の出資者が彼らの出資分を引き受けることができる（同法第
79 条）
。
現物出資ないし優先株に関する第 2 回の設立総会の定足数は、現物出資ないし優先株がない場
合の 2 回目の定足数 1/3 以上（同法第 7 条）ではなく、1/2 超の株式を持つ株主の出席が必要と
なる（同法第 80 条、英訳では“more than”とあり 1/2 を含まないが、第 1 回目の設立総会の定
足数の英訳部分が“at least 50％”つまり「1/2 以上」と書かれており 1/2 を含む。2 回目の定
足数が 1 回目の定足数より厳しいことはあり得ないと思われるので 1/2 以上と解することもでき
るが、現物出資や優先株の内容を 2 回目の設立総会で決めてしまうのなら定足数を過半数にして、
将来に不満を生むことがないようにしようとする趣旨であると考えて、あえて 1/2 超の定足数と
解することにする）
。
現物出資が不足して現金出資がなされないか、優先株主が普通株主になることを拒否して、株
式を引き受けず、その他の株主が引き受けない場合、会社は株式の発行が無かったとして設立さ
れない。その旨会社登記局に通知する。会社登記局は同法第 19 条による不設立証明を出す（同法
第 81 条）
。
9.3.5. 会社設立無効の訴え
法的手続を経ていない会社設立の場合、利害関係者は誰でも設立無効を求めて裁判所に訴えら
れる（株式会社法第 270 条）
。裁判所の無効判決を下す前に、所定の設立の法的手続がなされた場
合、裁判所は設立無効の訴えを却下するが（同法第 271 条）
、その所定の設立手続がなされるため
6 ヶ月の猶予期間を裁判所は設定できる
（同法第 272 条）
。
設立手続をしていないことにつき会長、
取締役ないし社長に責任があると裁判所が判断した場合、彼らは会社に損失補償しなければなら
ない。訴え出た者の費用も会社への補償金に含まれる（同法第 271 条）
。設立無効の判決により無
効となったことにつき責任ある者は株主及び第三者に損失補償をしなければならない
（同法第 273
条）
。設立無効により裁判所は清算人を指名するが、指名された清算人が受任しない場合、裁判所
は清算手続によらず破産手続に移行する（同法第 275 条）
。
9.3.6. 閉鎖株式会社の公開株式会社への転換
閉鎖株式会社の公開株式会社に転換する際は、臨時株主総会で決議し、公開株式会社に必要な
最低資本金を満たすべく増資され、会社設立から 2 年経過しており 2 会計年度の貸借対照表が株
主総会で承認され、公開株式会社用に定款が変更されている必要がある（株式会社法第 278 条）。
閉鎖株式会社は、公開株式会社への転換を決議した特別株主総会から 1 ヶ月以内に特別株主総
会議事録と所定の文書を会社登記局に送付する。会社登記局は転換の登記をし、会社の費用で転
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換の新聞公告をし、目論見書の発行を認める（同法第 279 条、第 280 条、第 281 条、第 282 条）。
利害関係者は会社登記局で転換宣言、新定款、2 期分の貸借対照表・損益計算書・資産目録を閲
覧できる（同法第 281 条）
。

9.4.

定款

定款の必須記載事項は 21 項目ある、と株式会社法第 8 条は規定する。他方、イラン投資・経済・
技術援助機構（OIETAI）は投資家へのサービスとして「イランにおける株式会社の設立について
（Establishing a Joint stock company in Iran）
」と題するイランにおける会社法注釈書をウェ
ブサイト上で公開しており46、その中に標準的な定款記載事項を定款記載事項のチェックリストと
して掲載している。同チェックリストに掲載された 28 項目の定款記載事項を以下に掲載する。定
款記載事項の後に「8(1)」と記載がある場合は、同法第 8 条第 1 号として定款必須記載事項とな
っている事項である。定款記載事項の後に数字のないものは、定款の任意的記載事項である。社
債は公開株式会社でしか発行できないので閉鎖株式会社を想定している本チェックリストにはな
いが、社債発行については定款必須記載事項になっているために、本説明では第 29 項目として加
えている。
定款記載事項のチェックリスト
1. 会社名 8(1)
2. 会社の形態 8(1)
3. 存続期間 8(3)
4. 営業目的 8(2)
5. 本店の住所、支店を置く場合の支店の住所 8(4)
6. 現金出資と現物出資の内容 8(5)
7. 無記名株式と記名株式の数と単位株の額面額、優先株式を発行する場合その株式数と優先内容について
の記載 8(6)
8. 払込資本金 と未払込資本金の支払予定を 5 年以内で書く 8(7)
9. 株券に署名する者
10. 一株あたりの額面金額と未払込株式の発行予定
11. 記名株式の譲渡方法 8(8)
12. 記名株式と無記名株式との変更方法 8(9)
13. 増資と減資の仕方と条件 8(11)
臨時株主総会決議事項であるので、定足数は株式総数の 1/2 を持つ株主の出席を定足数として、
出席株主の持つ株式の 2/3 の決議が必要となる。
14. 株主総会の招集方法と期限 8(12)
15. 株主総会の定足数と議事進行方法 8(13)
16. 株主総会の決議要件 8(14)
17. 取締役の数、選任方法、任期、取締役が欠員となった際の代替取締役の選任方法 8(15)
18. 取締役会の決議事項
19. 取締役会の招集方法
20. 取締役会の定足数
21. 取締役会の会長・副会長の選任方法と任期
22. 取締役会の普通決議事項と特別決議事項
23. 取締役の持つ会社株式の数 security shares 8(17)
取締役の権限 8(16)
24. 監査役の人数と選任の仕方と任期
25. 社長・常務の設置の存否とその任期
26. 計算期間、計算書類の監査役・総会への提示期限 8(18,19)
27. 清算手続 8(20)
解散は臨時株主総会決議事項であるので、定足数は株式総数の 1/2 を持つ株主の出席を定足数として、
出席株主の持つ株式の 2/3 の決議が必要となる。
28. 定款変更 8(21)
29. 社債 8(10)
46

OIETAI 作成 会社法注釈書「イランにおける株式会社の設立について」
http://www.iran-investment.org/brn_east.pdf
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9.5.

株式

9.5.1. 株式の種類
会社の株式（shares）については株式会社法第 2 章（第 24 条～第 42 条）が規定する。
株式には記名株式（registered share）と無記名株式（bearer share）がある（同法第 24 条）
。
無記名株式は株式を所有するものが株主となるものであるので、譲渡制限してはならない公開株
式会社で発行され得る。定款で譲渡制限規定がおける会社形態として閉鎖株式会社を選択する外
資系企業の発行する株式は記名株式になると思われる。日本では無記名株式制度は 1991 年に廃止
されているが、無記名株式制度はドイツやフランスでは存在している。無記名株式制度の下では、
株主名簿がなく会社は株主の住所を知り得ないので、株主への通知は新聞公告による他なくなる。
記名株式の譲渡方法は、譲渡書に署名して会社の株式登記人に届けることで行われる（同法第
40 条）。未支払分がある場合、譲渡人に支払責任がある。株券の不発行が認められるかについて
の規定はない。記名株式の譲渡は株主名簿に記載することにより行われ、譲渡人が株主名簿に署
名することによって行われる（同法第 40 条）とあるので、定款で記名株式については不発行とす
るとの規定も許されると思われる。他方、無記名株式については占有者が株主とみなされ、無記
名株式の譲渡は証券の物理的譲渡によるとあるので（同法第 39 条）、無記名株式の不発行は認め
られないと思われる。
額面株式（share with par value）しか認められない。会社定款の中に記名株式と無記名株式
の数をそれぞれの額面金額と共に記載するとある（同法第 8 条第 6 項。会社設立申請書の中にも
資本金額の他に発行しようとする株式数、額面金額、現金で払い込む金額との記載がある（同法
第 13 条第 4 号。同法第 40 条の規定からも推測できる）
。額面株式の払込金額は常に券面額以上で
なければならない。まだ未払込額が残っている記名株式を譲渡としようとする者は、株式名簿管
理者に住所を登録して未払込額を払い込む義務を負う（同法第 40 条）
。非公開株式会社では名目
株式の上限はないが、公開株式会社では発行額面株式は名目株式の 1 万倍までとの上限がある、
と説明しているインターネット情報がある。前述の OIETAI の会社法注釈書でも任意的定款記載事
項として額面株式の発行方法と未発行株式の払込期限という記述がある。日本の会社法で発行さ
れる株式は全て無額面株式（share without par value）である。額面株式の総額以上の金額が資
本金に組み入られていなければならない理由はないし、株価下落の際の株式発行が容易になる、
株式分割が容易になるとして、日本では 2001 年に額面株式の制度が廃止された。
9.5.2. 優先株
優先株は、定款で書けば、その優先の内容を明確にして、いつでも臨時株主総会で発行できる。
優先株の内容の変更には優先株保有株主の過半数の賛成が必要となる（同法第 42 条）
。種類株式
の内容は法に規定がなく、配当優先株、償還優先株、多重議決権付き優先株が想定できる。
優先株式の権利内容の変更や普通株式への変更は、定款変更になるので、臨時株主総会での決
議が必要であるが、臨時株主総会の開催以前に優先株主による特別決議（種類株主による決議）
が必要になる。種類株主による決議では種類株式総数の 1/2 を定足数とし、出席株主の持つ種類
株式総数の 2/3 の決議が必要である。定足数が満たされない際は 2 回目の種類株主総会における
定足数は種類株式総数の 1/3 を持つ株主の出席である（同法第 93 条）
。
9.5.3. 記名・無記名株式の変更
会社の株式の記名株式と無記名株式の間の転換（conversion of shares）については株式会社
法第 3 章（第 43 条～第 50 条）が規定する。
公開株式会社の場合、無記名株式が発行され得るので、無記名株式を記名株式に転換する際の
手続ないし記名株式を無記名株式に転換する際の手続が必要になる。定款の手続ないし臨時株主
総会で決めた手続により公告を経て行われる。
9.5.4. 自己株式の取得
自己株式の消却は禁止される（株式会社法第 198 条）が、会社が自己株式をどれだけ取得でき
るのかについての規定や自己株式につき議決権がないことの確認についての規定が同法には存在
しない。
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上記 9.2「イランの会社法の制度の特色」⑨のとおり、2014 年改正商法（審議中）第 307 条に
よれば、イランの会社は、公開株式会社を除き自己株式の取得は禁止されている。ただし、公開
株式会社の場合は、子会社ないし関係会社が親会社にあたる公開株式会社の株式を、5％を上限に
所有して良いとの新しい規定が置かれている。自社株の直接所有は認めず、5％の間接所有しか認
めないとの趣旨である。
ところが、2016 年 3 月 21 日より施行される障害除去法第 28 条第 b 項において、以下のように
規定されている。
障害除去法第 28 条第 b 項
自己株式の取得は、上場会社ないしその株式が店頭取引銘柄となっている株式会社について、発行株式総数の 10％
を限度に認める。その取引は市場取引によるが、証券取引所が提案し証券取引委員会が認めた規則に従って行わ
れなければならない。自己株式を保持している期間中は、会社は自己株式について株主としての議決権行使はで
きない。

本規定により、イランで自己株式の取得は上場会社につき 10％の限度で認められることが判明
した。イラン経済での生産を競争的にするにあたり会社の再編が必要になり、再編の過程で他社
を買収する際に、当該他社が当社の株式を所有していると、自己株式を持つような事態が発生す
る。このような事態を解決する必要が生まれたために設けられた規定であると思われる。自己株
式につき議決権があるとすれば、会社の経営者は自己株を取得することで株主総会を牛じること
ができるので、会社の経営は会社の経営者の専制になってしまう弊害が生じ得る。また、公開株
式会社が上場会社である場合に自己株を取得して株式流通量を減らして株価を上げる方針は 10％
の限度で可能であるが、自己株式の消却は認められていないために、実際にはとり難いと思われ
る。
しかし、障害除去法の立法により生じた新たな疑問もある。非上場会社の自己株式取得の場合
はどうなのか、すなわち、非上場会社の自己株式取得は認められないとの趣旨なのか、非上場会
社の自己株取得は自由に認められるが自己株式についての議決権はないという趣旨なのかという
問題である。企業再編の過程においては、非上場会社の株式の所有権の移動の場合の方が多いと
思われる。
さらに、上場会社が企業再編の過程で取得した自己株式が 10％を超える場合、株式会社法第 198
条により自己株式の消却は禁止されているため、10％超過分の譲渡先を探さなければならない義
務を課すことになり、企業再編にはむしろマイナスの影響を持つことになるのではないかとの危
惧も生まれる。証券取引所で売却できるとするとインサイダー取引防止の観点から問題であるた
め、障害除去法第 28 条第 b 項では「証券取引所の規定による」と規定されている。よって、当該
自己株式は、取締役、従業員に対するストックオプション用として使うことができるほか、取引
先・地域住民などステークホルダーに株式を持ってもらうためとして検討できると思われる。障
害除去法の立法により自社株所有の緩和措置は進んでいるといえるが、これだけでは自己株式に
ついての規定はいまだ不十分であると思われる。
また、日本にある子会社による親会社株式の取得の禁止（日本会社法第 135 条）や日本にある
株式の相互持合いの場合の議決権の消滅（A 社の議決権の 25％以上を B 株式会社が持つ場合に、A
社が有する B 社の株式について議決権がない（日本会社法第 308 条）といった規定も、イランの
株式会社法・障害除去法にはない。単に 2014 年改正商法（審議中）第 307 条が、5％の範囲で子
会社ないし関係会社が公開株式会社である親会社の株式を持つことができる、と規定するに留ま
っている。イランの法人取締役を認めている趣旨に照らせば、株主相互保有や自己株式の取得は
少数株主の権利保護に問題が生ずることは明白である。

9.6.

社債

会社の社債（debentures）については株式会社法第 4 章（第 51 条～第 71 条）が規定する。
社債は、公開株式会社しか発行できない（同法第 51 条）。先進国では、閉鎖株式会社でも私募
の社債なら発行できるのが普通になっている。ハイリスク・ハイリターンの投資をする専門投資
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家に引き受けてもらって資金調達をするベンチャービジネスのような企業の資金調達手段を多様
にするためである。イランにはまだそのような意識は低いと思われる。
社債は、固定金利付きの借入証券で、全部ないし一部が一括払いないし分割支払いのものであ
り、金利以外の優先権をつけても良い（同法第 52 条）。設立 2 年以降、資本金全てを払い込んだ
後に発行される（同法第 55 条）
。定款ないし株主総会で社債の発行権限を取締役会の決定で決め
られることにしても良い。ただし、定款で社債発行を規定していない場合、取締役会の推薦によ
る株主総会で発行を決める（同法第 55 条）
。日本では社債の発行には取締役会の決議で良いが（日
本会社法第 362 条第 4 項第 5 号）
、イランでは定款に記載のない限り、普通株主総会の決議が必要
となる（株式会社法第 56 条、第 62 条、第 69 条）。社債の各発行の間には 2 年以上を置く（同法
第 56 条）
。
社債発行は会社登記局に発行通知書と共に通知し、官報に公告する（同法第 57 条）
。発行通知
書に記載される事項（同法第 58 条）で注目されるのは以下の記載である。
①
②
③

転換社債の場合の株式転換額
担保提供があった際はその提供内容
最新の貸借対照表付の財務状況

転換社債発行もまた、取締役会の提案による普通株主総会の決議で決める（同法第 62 条）。転
換社債の株式転換において、増資における株主の優先買取権は適用されない（同法第 63 条）
。

9.7.

株主総会

9.7.1. 株主総会の種類と招集方法と期限
会社の株主総会（general meetings）について株式会社法第 5 章（第 72 条～第 106 条）が規定
する。
株主総会には、
設立株主総会、
普通株主総会そして臨時株主総会の 3 種類がある（同法第 73 条）。
日本では、普通株主総会でも臨時株主総会でも議事ごとに普通決議事項、特別決議事項として各々
必要な定足数と決議要件が規定される。しかしイランでは、普通株主総会は普通決議事項のみを
扱い、特別決議事項を扱うためには特別株主総会を普通株主総会より厳しい定足数の下で開催し、
そこでの決議要件は普通株主総会より厳しいもので行えとの考えになっている。
株主総会の進め方全般についての規定はなく、定款必須記載事項となっているので（同法第 8
条第 13 号）
、定款で、株主間で自由に決められることになる。すなわち、定款必須記載事項とな
るのは、株主総会の招集方法と期限（同条第 12 号）
、株主総会の定足数と株主総会の進め方（同
条第 13 号）
、株主総会決議での多数決の決め方と動議と事業（同条第 14 号）である。株主総会で
法定されている決議要件を定款で厳格化することは認められるが、緩和することは許されないと
考えられる。
9.7.2. 株主総会の定足数と議事進行方法
株主総会の定足数と決議要件は本法で規定する場合を除き定款で決められる（株式会社法第 72
条）。普通株主総会の定足数は株式総数の過半数（“more than 50％”と英訳にある）を持つ株主
の出席である（同法第 84 条）
。流会になった際は 2 回目の株主総会の定足数は不要となる（同法
第 87 条）
。2 回目の株主総会の招集については流会となった 1 回目の株主総会の場で通知されな
ければならない。
普通株主総会の決議は出席株主の持つ株式数の過半数である。ただし、取締役と監査役の選任
の場合は複数の出席株主がいなくてはならない（同法第 88 条）
。流会後の 2 回目の普通株主総会
では定足数が必要ないので 1 名の株主の出席でも良いが、取締役は株主でなければならないため
に、取締役に選任される全ての株主の出席がなくてはならないとの趣旨であると思われる。また、
累積投票という法定の取締役の選任方法（同法第 88 条）の趣旨である少数株主でも取締役を選任
できる制度趣旨を活かすには、多数株主と少数株主の 2 名の株主の出席が必要であるとする趣旨
であると思われる。監査役は株主である必要はないが、複数の監査役が選任される場合も取締役
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選任と同様、1 名のみの株主による選任は認めないとの趣旨であると思われる。
取締役の選任方法は累積投票によらねばならず、定款で累積投票を排除する旨を規定すること
はできない（同法第 88 条）
。日本では定款で累積投票制度を排除する旨を定款で規定できるとし
ており（日本会社法第 342 条）
、イランと全く反対の制度である。
臨時株主総会の定足数は、株式総数の過半数を持つ株主の出席である（株式会社法第 84 条）
。
流会になった際は 2 回目の株主総会の定足数は株式総数の 1/3 超（more than 1/3）を持つ株主の
出席となる。決議要件は 1 回目も流会後の 2 回目の臨時株主総会でも共に出席株主の持つ株式数
の 2/3 で決められる（同法第 85 条）
。
9.7.3. 普通株主総会と臨時株主総会の決議事項
定款変更、増減資、解散は、臨時株主総会で決議しなければならない（株式会社法第 83 条）。
これらの事項を普通株主総会で決議することは許されない。その他の事項は普通株主総会で決議
できる。イランでは、定款必須記載事項が多いために実際は定款変更を通じて臨時株主総会での
決議事項が多いと思われる。
普通株主総会は臨時株主総会と設立株主総会以外の議事を取り扱う（同法第 86 条）
。普通株主
総会は定款記載の時期に年 1 回は開催され、前年度の貸借対照表、損益計算書、財産負債目録（在
庫・権利・負債目録とある）
、年次報告書、取締役報告書、監査役報告書、その他会計年度の計算
にかかわる事項を検討（review）するために開催されねばならない（同法第 89 条）
。 監査役報告
の後でなければ貸借対照表、損益計算書の承認決議は行えないとあるので（同法第 89 条 Note）、
監査役は、貸借対照表、損益計算書には必ずその妥当性について意見を述べなければならない。
利益配当と準備金の積み立ては普通株主総会での承認により行う（同法第 90 条）。利益がある
限り利益額の 10％は株主への配当に回さねばならない。
取締役会が年 1 回行われる年次普通株主総会を所定の時期に招集しない場合、1 名ないし複数
の監査役が代わりに招集する義務を負う（同法第 91 条）
。同条と第 89 条の規定から、日本で認め
られているような、半年に一度株主総会を開くことになる一事業年度を半年とする株式会社は、
イランでは認められないことを意味すると思われる。
臨時株主総会の招集は、取締役会ないし監査役が必要と考えた際に、議事内容を通知してなさ
れる（同法第 92 条）
。
株主総会は、20％の株式を持つ株主が取締役会に招集要求することにより招集することもでき
る（同法第 95 条）。取締役会が 20 日以内に招集しない場合、監査役に招集を要求すれば監査役は
10 日以内に招集しなくてはならない。しかし取締役会も監査役会も招集しない場合、招集を要求
した株主が全ての形式を整えれば自ら招集することもできる（同法第 95 条）。このような規定が
あることから、イランでは経営陣が少数株主の意向に反した経営をすることが多いのでないかと
推定される。
総会招集は新聞公告され、公告の日より 10 日以降 50 日以内に開催される。総会に全員出席す
る場合は、公告は不要である（同法第 97、第 98 条）。株主は総会出席許可カードを会社から得て
総会に参加する（同法第 99 条）
。この規定は、無記名株主用の規定であると思われるが、住所を
会社が株主名簿で把握している記名株主にも適用されかねない規定の仕方になっている。また、
無記名株式の発行は公開株式会社にのみ許されるとの規定もない。閉鎖株式会社の会社形態をと
る外資系企業での株主総会の招集通知で、個々の株主の住所に郵送で通知することを想定してい
ない規定と解されては困る。新聞公告で株主総会招集されては外国に住所のある外国株主は困る
ので、閉鎖株式会社の会社形態をとる外資系企業においては、定款で株主総会開催通知は株主へ
の通知により行うが、新聞通知もするとする規定にしておく必要があると思われる。株主総会の
招集は全ての場合において新聞公告が必要で、公告が不要なのは株主全員が出席するときだけで
あるとあるので（同法第 97 条）
、閉鎖株式会社であっても株主全員が出席しない株主総会は無効
であると、住所に招集通知を受けたにもかかわらず欠席した株主から主張されるおそれがあると
思われる。もちろん定款で記名株式しか発行しないと規定しておくことも必要である。日本では
無記名株式制度は廃止されているので、わかりにくい制度となっている。
株主総会招集通知には、開催日時、議事、場所が記載される（同法第 100 条）
。株主総会へ、株
主に代わり代理出席することは可能である（同法第 102 条）。総会決議事項のうち、取締役・監査
役の選任、貸借対照表の承認、増減資・定款変更、解散は、会社登記局に登記される（同法第 106
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条）
。

9.8. 取締役会と取締役
9.8.1. 取締役の数、選任方法、任期、取締役が欠員となった際の代替取締役の選任方法
会社の取締役会（board of directors）について株式会社法第 6 章（第 107 条～第 143 条）が
規定する。
株式会社の業務執行は取締役会によりなされる（同法第 107 条）
。法律が規定した株主総会の権
限以外の会社の業務執行は、取締役会によりなされる。定款ないし株主総会で規定した取締役会
の権限に関する制限は取締役会と株主総会の間のみ有効であるが、第三者との関係では無効であ
る（同法第 118 条）
。
取締役の数は、公開株式会社では 5 名以上との規定がある（同法第 107 条）
。何れの株式会社で
も自然人の会長と副会長を選任しなくてはならないとの規定があるので（同法第 119 条）
、閉鎖株
式会社の取締役会の最低構成人数は 2 名である。株式会社では業務執行は取締役会によりなされ
るので、取締役が複数いる場合でも、取締役が各自会社を代表することはできない。2 名の取締
役で構成する取締役会で、取締役の内の 1 名を社長に指名するか、第三者を社長に示して、社長
が会社を代表することになる（同法第 125 条）。
日本では、取締役会を設置しない会社で取締役が 1 名の場合は当該取締役が業務執行の権限を
有するが、イランでは許されない。イランでは、取締役会の定足数は取締役構成総数の過半数で
あり、出席取締役の過半数により決議されるので（同法第 121 条）
、閉鎖株式会社において取締役
が 2 名で構成されると取締役会の開催も両取締役の出席が必要となり、取締役会の議決も両取締
役の全員一致決議か必要となる。閉鎖株式会社の形態をとる外資系企業は、会社経営組織を簡易
にしたいが、複数の取締役で構成される取締役会は必置の機関である。会社の組織を簡易にする
ため、取締役が 1 名のみの会社や取締役が各自会社を代表できるようにするためには、有限会社
という商法規定の会社形態をとれば良い。
取締役は株主でなければならない（同法第 107 条）
。取締役は株主でなければならないという制
度は日本にないので留意する必要がある。取締役が持たねばならない最低株式数は定款で規定す
る（同法第 114 条、第 115 条）
。取締役の違法行為があったときに生じた会社の損失に充てられる
ように、取締役の持つ株式は寄託しておく（同法第 114 条）
。取締役の任期中会社に寄託されるよ
うに取締役が持つ株式は記名株式である。取締役の過失は退任の理由となる。
取締役の任期は定款で決められるが（同法第 109 条）
、OIETAI 会社法注釈書47によれば、2 年を
限度とし、再任を認めるとの定款規定しか認められないようである。イランでは取締役は株主で
なければならず、かつその任期中その所有する株式を会社に寄託しておかねばならないが、前期
の貸借対照表と損益計算書の承認で取締役の持つ株式の寄託義務はなくなるとの規定
（同法第 116
条）があるので、2 年が任期という考え方があるとも考えられる。
取締役は必ず普通株主総会での累積投票により選任され、累積投票を排除する定款の規定は無
効である（同法第 88 条）
。累積投票制度は少数株主にも彼らの利益を代表する取締役を選任でき
るようにする制度であるので、取締役を選任する優先株の発行は認められないし、複数議決権を
持つ優先株の発行は認められるとしても、取締役選任についても複数議決権を持つ優先株の発行
は認められないと考えられる。株式譲渡制限をする閉鎖株式会社形態をとり経営権を外資側が持
ちたい外資系企業にとって、累積投票制度は面倒な制度であるが、イランにおいて少数株主の意
見尊重の場の確保なのであると考えるべきである。合弁契約書で A 株は外資側が持ち、B 株は内
資側が持ち、A 株主、B 株主が選任できる取締役数を出資比率により決めておき、取締役社長を A
株主が指名すると規定しておく方法もあり得ると思われる。累積投票制度の趣旨に反しないから
である。この場合、定款で優先株を規定しなくても良いと思われる。
9.8.2. 法人取締役
イランでは法人取締役も可能である（株式会社法第 110 条）。法人取締役は日本にはない制度で
47

前掲注 46「イランにおける株式会社の設立について」4.2、4.3
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ある。現実には取締役となった法人はその代理人として取締役の業務をする自然人を職務執行者
として選ぶ。いつでも代理人となった自然人を代理人としないことができるが、同時に代わりの
代理人を指名しない限り、取締役の欠員とみなされる（同法第 110 条）
。
法人取締役の制度は、株式会社の取締役は個人の経営能力を買われて選任されるものではない
ことを意味する。日本でも、合資会社、合名会社、合同会社といった持分会社では出資者（社員）
である法人が業務執行する取締役（無限責任社員）であることを認めている。特定の個人を、職
務を行うべき者として選任すれば良い。法人に取締役資格があれば、従業員を職務執行者として
取締役会に派遣できるので、株式の譲渡制限がある閉鎖株式会社においては、法人取締役を認め
る意義は大きい。株式の譲渡制限がある閉鎖株式会社の形態をとる外資系企業において、親会社
が現地法人に派遣した現地駐在員を法人取締役の職務執行者にすれば、取締役会開催ごとに非常
勤取締役を派遣する必要がなくなる。イランで法人取締役は民営化企業において利用され得ると
思われる。民営化した際に少数株主となる国有企業が法人取締役となるのである。
9.8.3. 取締役会の決議方法と会長と副会長
取締役会で、会長と副会長を選任する。取締役会長は取締役会を招集し、取締役会の決定によ
り株主総会を招集する（株式会社法第 120 条）
。法人取締役の場合、法人により代理人と指名され
た自然人も会長・副会長になることができる。
取締役会の招集方法は定款で決められるが、1/3 の取締役は、前回取締役会より 1 ヶ月以上の
間隔をおいて、取締役会の招集を、議題を示して請求できる（同法第 122 条）
。取締役会の定足数
は取締役構成総数の過半数であり、出席取締役の過半数により決議されるが、定款でより厳しい
決議要件にすることも許される（同法第 121 条）
。
取締役会議事録には、個々の議決に賛同しない取締役の名を明示して、取締役会構成人数の過
半数の署名を得て作成される（同法第 123 条）。
取締役会の決議事項は定款での法定必須法定記載事項ではないが、任意的記載事項として書い
ておいた方が良い。OIETAI の会社法注釈書48に、イランでは、取締役の権限の代理行使（proxy）
は株式会社法制定前から認められていたので、現在も認められると考えられている、とある。取
締役はその能力により属人性があるので取締役の権限の代理行使は認められないと考えられてい
る日本にはない制度であるので留意する必要がある。法人取締役を認めているのであるから代理
行使も認められるという考えであると思われる。もちろん、これは取締役会での決議での代理行
使をいっているので、取締役の代理を認めているわけではない。しかし、同注釈書49によれば、代
替取締役（alternative director）という制度を導入しても良いとある。
この意味は、取締役数が欠員になると取締役会が開催できず、臨時株主総会で取締役を補充し
なければならないという手間を省力するために、欠員補充の場合の取締役予定者を予め決めてお
くという制度である。現在の取締役の他に取締役代位者を予め決めておき、現在の取締役が権限
行使できない時には当該取締役代位者が権限行使する、との考え方ではない。代理行使者を予め
決めておく制度であると見なされたくないのであれば、外資系合弁株式会社では定款で排除して
おいた方が良いと思われる。
取締役会は全員の取締役が書面で賛成することで開催しないことも可能である50。その際は書面
での持ち回り決議になると思われる。
9.8.4. 社長（managing director）
取締役会は、自然人を社長（managing director）として、権限の範囲、任期、報酬を決めて選
任しなくてはならない。社長が取締役を兼務する場合は、社長の任期は取締役の任期を超えては
ならない。社長が取締役会会長を兼務する場合は 3/4 の取締役会の承認が必要である（株式会社
法第 124 条）
。英訳では「3/4 の株主の出席」と書いてあるが、取締役は全員株主であるのでこう
いう書き方になったと思われる。日本で社長と通称される代表取締役は取締役の中から選ばれる
が、イランの社長は取締役でなくても良い点に特徴がある。つまり、取締役会が社長を執行役と

48
49
50

前掲注 46「イランにおける株式会社の設立について」4.9
前掲注 46「イランにおける株式会社の設立について」4.10
前掲注 46「イランにおける株式会社の設立について」4.8
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して選任するという考え方である。イランでは、コーポレート・ガバナンスにおいて、取締役会
制度を委員会設置会社にしようとの考えはない。しかし、社長を経営専門家である執行役に任せ
て、取締役会は執行役たる社長をモニターすれば良いとの考え方はあるといえる。
社長は会社の日常活動において会社を代表する（同法第 125 条）
。社長は他社の社長を兼務して
はならない（同法第 126 条）
。社長の名前と権限は議事録と共に会社登記局に登録され、公報に公
告される（同法第 128 条）
。
9.8.5. 取締役と社長による会社との利益相反取引
取締役ないし社長が自己と会社との間で直接・間接に取引する場合は、取締役会の承認が必要
である。当該取引は監査役に直ちに報告され、次の株主総会に報告され、同意される（株式会社
法第 129 条）
。
会社との利益相反行為にあたる取引として規制される利害関係者には、取締役ないし社長のみ
ならず、取締役ないし社長が他社の取締役ないし社長をしている場合の当該他社も含まれる（同
法第 129 条）
。
利益相反となる間接取引の典型は、取締役の債務保証を会社が負担する場合である。
当該取締役ないし社長は、会社との関係取引について取締役会で承認を受ける際に動議が出さ
れた際には、当該取締役ないし取締役兼務の社長に取締役会での議決権はない（同法第 129 条末
尾）
。イランにおける外資系企業が日本の親会社と取引をする場合、イランの子会社の取締役ない
し社長が日本の親会社の取締役であるか、日本の親会社が法人取締役である場合に本条項が問題
なる。部品・材料・製品の供給ないし購入、融資で親子会社間の取引は多い。本条で取締役会の
承認及び株主総会への報告を要求しているのは、イラン株式会社の株主の利益保護のためである。
外資系企業の株主全員の同意があるのであれば取締役・社長と会社間の取引に取締役会の同意は
不要であると解される。
株主が 1 名の外国企業と当該外国企業が派遣した社長を株主とする 100％
外資系企業が行う親子会社間の取引は、当該社長が親会社の取締役を兼務していたり法人取締役
であったとしても、本承認手続は不要となると思われる。もちろん、イラン株式会社が法人取締
役である親会社から無利息・無担保の融資を受けたり、親会社に債務を履行したりする場合は、
会社に損害が生じ得ないので承認手続は不要であると思われる。
取締役ないし社長の会社との利害関係取引については、関係取締役・社長を除いた取締役会の
決議で認められ、総会と監査役に報告される。もし利害関係取引により会社が損失を被った場合、
賛成した取締役は責任を負う。OIETAI の会社法注釈書は、「会社が取締役に対してローンないし
保証をすることは、取締役が法人である場合を除き無効である。」と説明する51。この説明による
と、株主取締役がいるイランの株式会社から取締役となっている株主である法人に対しローンを
出したり、保証したりすることは有効と思われる。このような事態は外資系合弁企業にとって合
弁企業の資産を減らすことになりかねないので、定款で禁止しておいた方が良いと思われる。
利益相反取引によって会社が被った損害について、取締役会、取締役（不賛成の取締役を除く）
、
社長は、会社に対して損害填補する義務がある（同法第 130 条後段）
。利益相反取引は、たとえ株
主総会で承認されなかったとしても、第三者との関係においては第三者が詐欺を行っていない限
り有効である（同条前段）
。
会社と第三者の間の取引としては、会社による取締役の債務保証、債務引受け、取締役のため
に担保を提供することが考えられる。しかし、会社がする取締役のための債務保証ないし債務引
受けは無効との規定があるので（同法第 132 条）、実例となる会社との第三者間の取引としては会
社の取締役の担保提供が考えられる。
取締役会の承認を得ないか、得ても株主総会で同意されない場合は、当該利益相反取引は取り
消し得る（同法第 131 条）
。取引を締結してから 3 年以内なら裁判所に取引の実行の差止請求がで
きる。秘密で行われた利益相反行為の場合の取消しは秘密でなくなった時から 3 年以内に取引実
行の差止請求がなされ得る。
社長と法人取締役ではない取締役は、会社から借入ないし債務保証を受けてはならず、そのよ
うな借入契約、保証契約は無効である（同法第 132 条前段）
。銀行・信用機関が会社の場合、その
取締役・社長が自社より受ける借入保証条件は一般条件でなければならない。この規制は法人取
51
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締役の代理、配偶者、父母子弟、兄弟姉妹、孫、祖父母に及ぶ（同条後段）
。
9.8.6. 取締役と社長の競業避止義務と報酬
取締役と社長は会社の事業と競業避止義務を負う。違反した取締役ないし社長はそれにより会
社が被った損害を得べかりし利益の減少分を含めて会社に補償する義務を負う（株式会社法第 133
条）
。競業を取締役会の承認ないし取締役会を置かない会社においては株主総会の承認で認める規
定は、日本の会社法にあるがイラン株式会社法にはないので、競業は承認を得ないでしても構わ
ないが、損失を会社に生ぜしめた場合は、損失を填補する義務を負うとの考えであると思われる。
法人取締役の存在を認めているので、法人取締役となった株主企業と競合する業務を法人取締役
のいる株式会社が行うのは当然であるという考え方があるのかもしれない。しかし、取締役ない
し社長に競業を認めると会社のノウハウ、顧客情報を奪う形で会社の利益を害する危険があるの
で、外資系合弁株式企業においては法人取締役も含めた取締役の競合避止義務と、日本のような
取締役会での承認手続を記載しておいた方が良いと思われる。
日本では競業に当たらない競業類似行為を取締役の忠実義務違反や善管注意義務違反として追
求し得る場合がある。退任予定の取締役による従業員の引抜きや、取締役が職務上知り得た外部
情報を会社に無断で自己の事業に利用する場合、会社の機会の奪取の場合である。これについて
は、イランでは忠実義務や善管注意義務の規定が明文化されていないので、定款の任意記載事項
として取締役の競業類似行為禁止事項や忠実義務・善管注意義務を書いておく方法があり得る。
イラン会社法にある忠実義務類似の規定は、「取締役と社長は、場合により個人ないしは全員で、
法令違反、定款違反ないし株主総会の議事録違反に関し、会社と第三者に対して責任を負う。裁
判所は取締役と社長の個別の損害填補義務につき責任の範囲を決定する。」
（同法第 142 条）であ
る。日本会社法では、
「取締役は、法令・定款及び株主総会の決議を順守し、会社のため忠実にそ
の職務を行わねばならない。
」（日本会社法 355 条）と規定されている。
なお、イラン競争法（憲法第 44 条の原則を施行する法律（民営化法）の第 9 章）には、取締役
の兼職禁止規定がある。取締役や社員が、1 つ又は複数の市場の競争制限のために他社の取締役
や社員を兼務することは禁止される（競争法第 46 条）。支配的私的独占を禁止する趣旨である。
総会は、取締役に取締役会に参加の業務に要した時間に応じて対価の支払いを決められる。定
款で決めていた場合、総会は取締役に利益比例での賞与（bonus）支払いを決められる。
取締役は、それ以外で給与、賞与、報酬という形で金員を得てはならない（株式会社法第 134
条）
。定款で決められる取締役に支払う賞与金額の総額は取締役会全体で、閉鎖株式会社では配当
額の 10％、公開株式会社では配当額の 5％を上限とする（同法第 241 条）。従業員兼任取締役は社
員としての給与は受けられる。取締役は取締役会出席費用と総会が決める会社の利益から支払わ
れる報酬以外は、会社から得てはならない。
表見取締役・社長の行為は第三者に対しては有効である。任命の形式的要件を満たさないこと
は取引・行為の取消しの理由にならない（同法第 135 条）
。法定の取締役・社長については定款と
会社登記局で確認することが必要となる。
9.8.7. 取締役、社長の会社への責任についての株主による責任追及
1/5 以上の株式を持つ株主は、会長、取締役ないし社長が、違法か過失によって会社に与えた
損害の補償を裁判所に訴えることができる（株式会社法第 267 条）
。株主代表訴訟制度同様の制度
であるが、日本のように一株株主にも認められる権利ではなく、1/5 以上のいわば主要株主によ
るものである。定款ないし総会決議で、取締役を株主が訴えることを制限してはならない（同法
第 267 条）
。本規定の英訳では株主を“an individuals”としている。これは「個々の株主」の意
味であると解する。
「個人株主」の意味であり法人株主を除く趣旨であるとは解しない。法人株主
にだけ取締役を訴える権利をなくさせる理由がないからである。この規定は、「取締役と社長は、
場合により個人ないしは全員で、法令違反、定款違反ないし株主総会の議事録違反に関し、会社
と第三者に対して責任を負う。裁判所は取締役と社長の個別の損害填補義務につき責任の範囲を
決定する。
」
（同法第 142 条）とある規定のうちの会社への損害填補の請求方法について述べたも
のであると考えられる。個人株主が会長も訴えられるのは、取締役会が違法行為か過失行為をし
て会社に損害を与える場合があるからだろう。
業務執行上の判断の誤りを過失があるとして追及することはできないと思われる。イランの取
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締役には日本の会社法のような善管注意義務の規定がなく、善管注意義務違反としての過失は認
定され得ないからである。経営判断の原則を持ってこなくても取締役の過失は認定され得ない。
過失による法令違反は追及できるが、不確実な状況下の業務執行上の決断に法令違反の過失は認
定できないし、株主側で、過失となるところの注意義務違反の証明自体が困難であると思われる。
法令違反には、会社、株主の利益保護を目的とする会社法の規定違反のみならず、他の公益の
保護を含む全ての法令違反が含まれると思われる。日本の会社法での取締役の法令順守義務はそ
のように解している。イランの競争法違反、刑法違反、税法違反で会社が罰金を支払った等の状
況下では、取締役、社長、会長が裁判所で責任追及され、当該会社が支払った罰金金額を損害と
して会社に填補する義務があるとされることがあると解する。
閉鎖株式会社では、少数株主が株主総会の決議に瑕疵があるとして、多数派株主の指名により
選出された取締役、社長、会長の責任追及を裁判所に訴える場合があり得る。このような場合、
日本では、経営権の争いであるとして、裁判官が、多数株主により少数株主の株式買取りを投下
資本の適切な回収額でもって示す和解案を示すことが多い。イランの裁判所の判断がその事情を
どの程度考慮するかは不明であるが、外資系合弁会社の経営権を巡るデッドロックの解決法とし
て使われ得ることは考えられる。
9.8.8. 会社の計算に関する取締役会と社長の義務
取締役会は半年ごとに資産と負債の概要を作り、監査役に送付する義務がある（株式会社法第
137 条）
。取締役会は前年度の財務諸表（貸借対照表と損益計算書）の承認を求める普通株主総会
を定款で規定された期間内に招集する義務を負う（同法第 138 条）
。総会開催前の 15 日間に株主
は本店で財務諸表と取締役会報告、監査役報告のコピーを得ることができる（同法第 139 条）
。
法定準備金は純利益の 1/12 を資本金の 1/10 まで積み立てる義務がある（同法第 140 条）
。
損失が資本金の半分に至った際は、取締役会は臨時株主総会を開催し、清算するか事業を継続
するかを決めなければならない。総会が清算を拒絶した場合、資本金を減資しなければならない。
損失が資本金の半分に至っているのにもかかわらず、取締役会が臨時総会を開催しなかった場合、
利害関係者は清算請求を裁判所に行うことができる（同法第 141 条）
。この規定は、外資系合弁企
業の増資を地場側出資者に説得する際に有益である。外資側が増資を要求する場合、現地側出資
者は資金不足から増資に反対する一方で、外資側のみが増資することを認めると自らの出資比率
が下がることにも反対することはしばしばある。損失が資本金の半額に至った際の臨時株主総会
で、地場側に資金がない場合は、清算しない場合減資することになるので、今外資側のみの増資
に応じた方が良い、地場側に資金の工面がつく場合は、清算を選べば資本金の半分が残っており
清算時の時価で資産は取り戻せるので今増資に応じた方が良い、と説得するのである。
定款ないし総会決議違反の行為をした場合、取締役と社長は連帯ないしは個別的に、会社ない
し第三者に対し責任を負う。個々の補償する範囲は裁判所が決める（同法第 142 条）
。
会社が倒産した際に、その原因が取締役ないし社長の違反行為に帰す場合は、利害関係者の請
求により裁判所は、負債支払いを取締役ないし社長に連帯してか個別的に命ずることができる（同
法第 143 条）
。

9.9.

監査役

会社の監査役（inspectors）については株式会社法第 7 章（第 144 条～第 156 条）が規定する。
普通株主総会は毎年 1 名又は複数の監査役を選任する。再選出は妨げない。後任者を決めれば
定時総会はいつでも監査役を解任できる（同法第 144 条）
。経済財務省は公開株式会社の監査役に
なれる人のリストを発表できる。監査役になれる条件と規則そして組織については、経済財務省
が推薦し上下院の経済委員会が認めた規則による（同条 Note）。この規定によれば、監査役の任
期は 1 年で、公開株式会社のみならず閉鎖株式会社でも監査役を置く必要がある。
代替監査役を普通株主総会で決めておかなければならいない（同法第 146 条）
。
監査役は取締役ないし社長と兼任してはならないし、彼らの三親等までの親族であってはなら
ず、本人ないし配偶者は法人取締役となった法人で給与を得る社員であってはならない（同法第
147 条）
。監査役の独立性を保つためである。
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監査役は普通株主総会で財務諸表についての意見を述べ、取締役の違法行為を総会に通知する
義務がある（同法第 148 条）
。監査役は個別に責任を負い、監査役会を構成しないので、複数の監
査役がいる場合、監査役全体として総会で意見を述べる際に別の意見があればその旨を記載する
（同法第 150 条 Note）
。監査役はいつでも財務と業務について監査できる。専門家に監査業務の
一部を委託することもできる（同法第 149 条）
。取締役ないし社長の過失による会社の過失・経営
の誤りを定時総会に報告する義務がある。社長ないし取締役の犯罪行為について通報する義務が
ある（同法第 151 条）
。
財産目録、貸借対照表、損益計算書に監査役報告がないか、監査役の独立性がない監査役報告
によって株主総会で承認された場合、その承認は無効である（同法第 152 条）
。監査役が株主総会
で任命されなかった場合や、監査役のうち一人でも株主総会に報告をしない場合、利害関係者の
申請により裁判所が定款で必要とされる人数の監査役を指名して、株主総会で任命されるまでの
間の業務をさせることができる（同法第 153 条）。監査役がなした違法行為により生じた会社ない
しは第三者の損失に対し、監査役は補償義務がある（同法第 154 条）。監査役の報酬は総会が決め
る。監査役は直接・間接に会社の取引と関わりを持ってはならない（同法第 156 条）
。監査役は一
切会社と利益相反取引をしてはならないという趣旨である。
イランのコーポレート・ガバナンスは、株主総会が取締役と監査役を任命し、取締役で構成さ
れる取締役会が会社の業務執行を行い、取締役会で任命された社長（取締役ないし非取締役）が
会社を代表して日常業務を行い、1 名又は複数の監査役が個別に会社の業務を監査する、という
仕組みである。社長は取締役でなくても良い点で、取締役会は日常業務を執行する社長を監督し
ている機関であるともいえるが、取締役会が自ら業務執行する権限は保持しており、委員会制度
や監査役等委員会等の取締役会を業務執行の監督機関とするモニタリング・モデルによる制度を
認めてはいない。また、社外取締役の設置義務も会社法にはない。監査役は、会計監査に留まら
ず業務監査も行い、コーポレート・ガバナンスで重要な役割を果たすが、公開株式会社の場合、
経済財政省のリストから監査役は選べるとの規定（同法第 144 条 Note）がある。この規定は、監
査役に専門性があるのが望ましいとの考えによるものであろうが、監査役としての機能を十分に
果たせるかについては疑問があると思われる。
ただし、公開株式会社のみならず閉鎖株式会社においても、監査役の独立性と会社との利益相
反取引の禁止、取締役の会社との利益相反取引の禁止、競業避止義務については、比較的厳しい
規定のされ方がなされている。日本では株式の譲渡制限のある閉鎖型株式会社の監査役は会計監
査に限るとし業務監査はできない点からすると、イランの監査役の権限の方が大きい。しかし、
株主が取締役会の業務をモニターする仕組みはイランでは極端に弱い。会社法は、会社の利害関
係者との公正な取引を確保しながら、会社の利益最大化を通して出資者である株主の利益最大化
のために会社を機能させる仕組みとしてある。イラン株式会社法は、株主総会という会社の機関
以外の特定の会社の機関が、自己の利益のために会社という組織を利用することを禁止・制限す
ることに留意しているといえるが、それにより公正な株式会社の経営が担保されているとまでは
いえないと思われる。

9.10.

増減資

9.10.1. 増資
会社の資本金の変更（増減資）については株式会社法第 8 章（第 157 条～第 198 条）が規定す
る。
増資は、新株発行か株式の額面金額を上げることにより行う（同法第 157 条）
。新株発行は、現
金支払い、債務の株式化、未配当金ないし新株発行の際のプレミアム分の資本化（資本準備金、
剰余金の資本繰入れ）
、転換社債の株式化により行われる（同法第 158 条）
。閉鎖株式会社では、
現物出資により増資をなすことを認める。法定準備金の資本金への繰入れは認められない（同条
Note）
。法定準備金は損失填補用であるので資本金に繰り入れてはならないとしている。株主の金
融負担を増やすことになる額面金額を上げることによる増資は全ての株主の承認がない限り禁止
される（同法第 159 条）
。額面金額を上げることによる増資は、現金の払込みか場合によっては会
社への債権との相殺によって行われる（同法第 188 条）
。同条後段でいう「会社への債権との相殺」
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とは、債務の資本化（debt equity swap）の一種である。
会社が新株発行する際は、額面発行するか、時価発行をして額面株式以上のプレミアム発行分
を資本準備金に組み入れるか、資本準備金分を既存の株主に割り当てるか新株として既存の株主
に交付することにより行う（同法第 160 条）
。
増資は取締役会の提案により、監査役が増資の内容と取締役会の提案に関する見解を報告した
後で臨時株主総会の決議による（同法第 161 条）。定款で取締役会に増資の決定を任せることはで
きない
（同法第 164 条）
。
増資は資本金の払込みが完了していない限りはできない（同法第 165 条）。
資本金の払込みは発行株式総額の 35％で良く残りの資本金は 5 年以内に資本金は払い込めという
制度があるため、増資は資本金総額を払い込んだ後であるとの趣旨である。臨時株主総会は取締
役会に 5 年以内に特定金額の増資をするべく権限を与えることができる（同法第 162 条）
。
9.10.2. 株主割当増資における新株引受権と第三者割当増資
既存株主は増資新株を優先的に引き受ける権利を持つ。当該株式引受権は譲渡可能であり、株
式引受権は増資株式の発行日から 60 日間に実行する（株式会社法第 166 条）
。第三者割当増資を
臨時株主総会で決めることができるが、取締役会と監査役による株主割当増資により既存株主に
引受優先権を与えないことについての理由についての報告を受けてからの決議である必要がある。
それをしない第三者割当増資は無効である（同法第 167 条）
。特定の既存株主にのみ株式割当てを
伴う第三者割当増資の決議では、割当てを受ける特定の既存株主には増資決議について議決権が
ない（同法第 168 条）
。
閉鎖株式会社の増資には、増資決議の後の新聞公告による通知が必要である。そこでは増資に
応じる期限を記載する（同法第 169 条）
。株式の譲渡制限がある閉鎖株式会社で増資をすることは、
臨時株主総会に欠席し、増資の内容と要件を知らず増資に応じなかった既存の株主の持株比率が
減少する不利益を生じさせるので、増資手続と増資内容につき周知する必要があるために新聞公
告をするものと思われる。日本では公開型株式会社における募集増資は取締役会の決議で良いが、
閉鎖型株式会社の場合の募集増資では特別決議が必要とされている
（日本会社法第 201 条第 1 項、
第 202 条第 3 項第 4 号）
。
公開株式会社の増資決議の内容と要件について、記名株主に対して書留郵便で通知し、無記名
株主に対しては優先引受権が増資株式発行日より 20 日以内に行使できるように連絡先をも含ん
だ新聞公告が必要である（株式会社法第 170 条）。増資に応じない株主がいた場合は、増資株式を
引き受けたい者に売却される（同法第 172 条）
。公開株式会社においては増資について目論見書を
作る（同法第 173 条）
。目論見書は会社登記局に登記され、新聞に公告され、利害関係者が見られ
る場所にも置かれる（同法第 177 条）
。増資に対する応募が多すぎる場合、取締役会が発行額と増
資分の配分を行う（同法第 181 条）
。増資発行後 9 ヶ月以内に増資の登記を会社登記局にしない場
合、登記所は増資無効証書を増資に応じた者で返還を希望する者に出す。それにより会社は払込
金を返還しなければならない（同法第 182 条）。
9.10.3. 減資
必ず減資しなければならない損失が資本金の半額に達した際以外にも、臨時株主総会でいつで
も減資決議は可能であるが、最低資本金を下回ってはならない（株式会社法第 189 条）。
取締役会による減資の提案は、減資の理由と減資の予定日を示して臨時株主総会開催予定日の
55 日前までに監査役に届けられなければならない（同法第 190 条）。監査役は臨時株主総会で自
らの意見も示して減資の提案について報告する。減資決議は減資の予定日より 1 ヶ月前に官報と
新聞に公告される（同法第 192 条）
。社債権者は、官報公告後 2 ヶ月以内に裁判所に減資に反対す
る訴訟を提起できる。裁判所は、減資反対の訴訟を妥当と認めた場合、会社が妥当な担保を社債
権者に提供しない限り、社債の期限は減資により到来したとして支払命令を出さなければならな
い（同法第 193 条、第 194 条）
。額面金額を減らすことにより減資する場合、取締役会は文書でそ
の旨の通知を新聞で行うが、記名株主に対しては書留郵便で通知する（同法第 196 条）
。会社は、
自己株式を取得して消却することで減資することは禁止される（同法第 198 条）
。
日本の株式会社における減資と比較してみると、日本の株式会社の減資は原則株主総会での特
別決議が必要であるが、定時株主総会で資本欠損を填補するために行う場合は、株主総会の普通
決議で良い（日本会社法第 447 条第 1 項、第 309 条第 1 項、同条第 2 項第 9 号）。減資と同時に増

86

資を行って従前の資本金の額を下回らない場合には、取締役会決議で良い（日本会社法第 447 条
第 3 項）
。株主総会決議の後、債権者保護手続として債権者の異議申立が認められる（日本会社法
第 449 条第 1 項）
。異議を述べた債権者に対しては、弁済か、相当の担保の提供か、相当財産の信
託しなければならない（日本会社法第 449 条第 5 項）。これに対し、イランでの減資は、特別決議
が必要な臨時株主総会であるから会社経営者にとって減資要件は厳しいが、債権者保護手続は社
債権者にのみ、それも裁判所に訴えなければならないという債権者側に厳しい要件になっている。

9.11.

会社の解散と清算

9.11.1. 解散・清算事由
会社の解散と清算については株式会社法第 9 章（第 199 条～第 231 条）が規定する。
株式会社の解散は、当初の目的の達成ないし不達成、存続期間の到来で延長しない場合、破産、
臨時総会の解散決議の何れかがあった場合に行われる（同法第 199 条）
。
裁判所への清算請求は、以下の事由の発生により、誰でも行うことができる（同法 201 条）
。
①
②
③
④

1 年以上の事業休止
前年度の決算を確定する年次定時総会を定款所定の期日までに開催せず 10 ヶ月経過した場合
6 ヶ月超の取締役ないし社長の欠員
当初目的の達成・不達成ないし存続期間が到来しても臨時株主総会を開かないか開いても解散決議をしな
い場合

上記①②③の場合、裁判所は 6 ヶ月の期間を与え修復の機会を与えられるが、修復されない場
合は破産宣告をする（同法第 202 条）
。破産手続によらない場合、清算手続によって会社は解散す
る（同法第 203 条）
。
9.11.2. 清算手続
清算人は、定款ないし臨時株主総会の決定による場合を除き、取締役の中から選任される（株
式会社法 204 条）
。清算人が任命されないか任命されても任務を遂行できない場合、利害関係人は
裁判所に清算人の任命を請求できる。解散命令を出した裁判所は清算人も指名する（同法第 205
条）
。
清算中の会社は「清算中の会社」との表示をし、会社の文書には清算人の名を入れる（同法第
206 条）
。清算人は、清算決議と清算人の名前と住所を会社登記局に登記し、清算公告は官報と新
聞になされる（同法第 209 条）
。清算は登記が無ければ第三者との取引に影響しない（同法第 210
条）
。
清算人は清算について権限を持ち会社を代表し、清算人任命により取締役は権限を失う（同法
第 211 条、第 212 条）
。清算人は会社資産を清算人の四親等までの親族に移してはならない（同法
第 213 条）
。清算期間は 2 年であるが、裁判所は延長を認めることができる（同法第 214 条、第
215 条）
。清算人は、清算が終了するまでの間、普通株主総会を招集する。総会でないし定款の規
定により監査役の業務をする検査役を任命する（同法第 218 条）
。
将来分を含め負債支払分を除いた現金資産は株主に配当される（同法第 223 条）
。残った資産は
株主に配当されるが（同法第 224 条）
、当該配当は、債権者に対する 1 ヶ月の期間を空けた 3 回の
清算についての官報公告をした後である（同法第 225 条）
。清算人は資産配当後 1 ヶ月以内に会社
登記局に清算完了の報告をし、官報と新聞に公告し、会社登記局での会社名を抹消する（同法第
227 条）
。手元に残った資産は銀行に寄託し 10 年後に国庫に入る（同法第 228 条）
。会社の帳簿書
類は 10 年間会社登記局で保存される（同法第 229 条）。清算人は、普通株主総会ないし裁判所で
後任が決まらない限り退任できない（同法第 230 条）
。
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9.12.

会社の計算

会社の計算については株式会社法第 10 章（第 232 条～第 242 条）が規定する。
会計年度の計算期間、貸借対照表と損益計算書の作成期限、作成した貸借対照表と村営計算書
の監査人への送付期限と普通株主総会への送付期限は、会社の定款での必須記載事項である（株
式会社法第 8 条第 18 号、第 19 号。会計帳簿自体に関する規定は会社法に規定はなく税法の規定
により、会計帳簿はペルシャ語で作成され、会計帳簿を作成しない場合でも、税務当局は会計帳
簿による利益計算につき税金を課す裁量がある。
取締役会が会計年度終了後に作成しなければならない財務諸表は、前年度終了日現在の財産目
録（資産負債目録）
、貸借対照表、収支計算書、損益計算書であり、営業報告書と共に、普通株主
総会開催日の 20 日前までに監査役に示す（同法第 232 条）
。英訳には「損益計算書（profit and loss
statement）
」とはなく、
“profit and loss account”とある。本条と普通株主総会での決議事項
を規定する同法第 89 条では、
“profit and loss account”を損益計算書の意味で使っている。株
主 総 会 に 報告 さ れ ないが 作 成 し なけ れ ば ならな い 計 算 書類 と し て収支 計 算 書 （operating
account）があると思われる。収支計算書は英訳では“cash flow statement”であるが、“annual
account”と呼ばれることもある。資金収支報告書で減価償却を計算しないものである。
会計方針の変更は普通株主総会の決議事項であるので、もし会計方針の変更がある場合は、変
更前後の決算の違いも示す必要がある（同法第 233 条）
。
固定資産の評価の減額は如何なる理由によるものにせよ減価償却費で処理せよ（同法第 234 条）
と規定されているので減損会計も認められるが、減損損失（impaired loss）は減価償却費の中で
処理せよとの趣旨であると思われる。長すぎた経済制裁の故にイラン企業が現在持つ固定資産に
は減損処理を要するものが多いと思われるが、日本と異なり減損処理は強制されてはいないよう
である。研究開発費の繰延資産化については述べられていないが、費用計上せよとの記載もない。
保証額は貸借対照表に脚注する（同法第 235 条）
。
株式発行費用（増資、新株発行費）は繰延資産とし 5 年以内で償却する（同法第 236 条）。
年度純利益の 1/12 は法定準備金として、資本金の 1/10 に達するまで積み立てる義務を負い、
それ以上の積立ては任意である（同法第 238 条、第 140 条）
。外資系合弁会社では地場側出資者は
内部留保を少なくして配当を多くせよとの主張をしがちであるが、外資系企業では外国為替損な
ど予測し難い損失が生じる可能性があるので、内部留保を多くするべく、定款で法定準備金の任
意積立を多くしておくことも考えられる。
純利益から取締役に対し賞与を支払う際には、取締役全員への賞与金額は公開株式会社では純
利益の 5％、閉鎖株式会社では純利益の 10％を超えてはならならず、定款での別途の規定は認め
られない（同法第 241 条）
。経営者支配の会社や多数派株主がいる会社では、利益処分の権限を彼
らが握り自らないし自らが指名できる取締役への報酬を多額にして配当を少なくすることで一般
株主ないし少数株主の権利を害するおそれがあるからである。
配当は普通株主総会で決め、その支払方法も総会が決めるが、支払方法を総会で決めなかった
場合は取締役会で決める。配当は決議後 8 ヶ月以内になされる（同法第 240 条）
。利益配当を株主
総会の権限とせず取締役会の権限とする定款の規定は認められなと思われる。
公開株式会社の貸借対照表と損益計算書には公認会計士（official accountants）の会計監査
報告書が必要である。公認会計士はこの目的のために会社の帳簿、インボイス、書類にアクセス
しており、それが、取締役会が作成した貸借対照表と損益計算書に正しく反映されていることに
言及しなければならない（同法第 242 条）。

9.13.

その他

9.13.1. 会社法での罰則
株式会社法における罰則について株式会社法第 11 章（第 243 条～第 269 条）が規定する。同法
は任意規定が少なく、必ず当該手続を行わなければならない、法文どおりにしなくてはならない、
とする強行規定が多いので、強行規定違反に対し罰則がある。イランにおいては会社の機関が法
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文どおりの手続をしない場合の罰則規定が罰金、懲役刑も含めて多く書かれている。取締役会会
長、取締役、社長の会社法義務違反への罰則が多く記載されている。会社を利用した経営者の専
横や会社の資産を自己の利益のために利用する行為がイランでは多いので、それらの行為を、罰
則をもって防止しようとする趣旨であると思われる。日本の会社法での罰則規定（日本会社法第
960 条～第 979 条）にも取締役等の特別背任罪、会社財産を危うくする罪、虚偽文書行使の罪、
虚偽届出の罪、増収賄罪等で最大 10 年以下の懲役刑（取締役等の特別背任罪）が規定されている。
以下に見られるようにイランでの最高刑は 3 年の懲役であるから、日本の方が罰則について厳し
いといえる。
罰金ないし懲役刑が併科され得るか何れかが科される行為は以下のとおりである。
①
②
③
④
⑤

⑥
⑦

社債発行規定違反（決議なし、2 年の間隔を置かない発行、取締役会会長と取締役につき、同法第 251 条、
3 ヶ月～2 年の懲役刑、罰金の併科もある（以下の項目につき同じ）
株主の株主総会への出席を妨害した者と非株主が株主であると偽った者（同法第 253 条、3 ヶ月～1 年の
懲役刑）
会計年度終了後 6 ヶ月以内に普通株主総会を開催しないか必要な決算資料を株主総会に提出しない取締
役会会長と取締役（同法第 254 条、2 ヶ月～6 ヶ月の懲役刑）
貸借対照表、財産目録、利益を偽った取締役会会長、取締役、社長（同法第 258 条第 1 号、第 2 号、1 年
～3 年の懲役刑）
会社の利益に反して自分ないし利害関係が直接ないし間接であるかを問わない他社のために会社の資産
を使用するか、会社による融資をしたか、会社の利益に反する害意をもって（maliciously）自らの権限
を直接ないし間接に利害関係ある他社のために利用した取締役会会長、取締役、社長（同法第 258 条第 3
号、第 4 号、1 年～3 年の懲役刑）
監査役を株主総会に呼ばないか監査役の監査業務を妨害するべく書類を見せないか廃棄した取締役会会
長、取締役、社長（同法第 259、第 260 条、3 ヶ月～2 年の懲役刑）
資本金の払込みが終了していないにもかかわらず、増資ないし社債発行をした取締役会会長、取締役、
社長（同法第 261 条後段、2 ヶ月～6 ヶ月の懲役刑）

また、取締役会会長、取締役、社長が、故意に虚偽の情報を株主に与えて、株主が新規株式発
行につき持つ優先株式引受権を奪う行為をした場合は、6 ヶ月～3 年以内の懲役刑に処せられるか、
2 万リアル～20 万リアルの罰金が科され、懲役刑と罰金の併科もある、との規定や（同法第 263
条）
、取締役会会長と取締役が、損失が資本金の半額超になったにもかかわらず、解散か会社存続
を決める臨時株主総会を開催せず、その決議につき登記も公告も 1 ヶ月以内にしない場合、2 ヶ
月～6 ヶ月以内の懲役刑に処せられるか 1 万リアル～10 万リアルの罰金が科され、懲役刑と罰金
の併科もある、との規定がある（同法第 265 条）。共に株主の重要な権利を奪った経営者に対する
処罰である。
罰則を強化すればコーポレート・ガバナンスが強化されるかについては疑わしい。強くて公正
な会社を作るために会社の経営者をモニターする仕組みであるコーポレート・ガバナンス強化の
ためには、会社情報の開示義務、少数株主の権利保護そして株主代表訴訟のような会社法での規
定を充実する方が有効な場合が多いと思われる。
9.13.2. その他の株式会社に関する規定
株式会社法第 12 章（第 270 条～第 300 条）は、その他の株式会社に関する規定である。閉鎖株
式会社が公開株式会社になる際は、臨時総会の決議、最低資本金の増額、2 年かつ 2 会計年度の
経過、定款変更（株式譲渡制限の廃止）をした上で可能であるとして、同法第 278 条、第 279 条、
第 280 条、第 281 条が会社登記局への登記、公告までの手続を規定している。同法第 284 条は株
式会社の他の会社形態への変更を規定している。法的手続を経ていない会社設立の場合、利害関
係者は設立無効を求めて裁判所に訴えられる（同法第 270 条）。裁判所の無効判断の前に、設立の
手続が始まっていた場合、裁判所はその手続を否認できる。会長、社長は会社に損失補償しなけ
ればならない。訴え出た者の費用も会社への補償金に含まれる（同法第 271 条）
。国有企業法と各
国有企業の定款に規定されていない会社に関係する事項については、本株式会社法を適用すると
の規定もある（同法第 300 条前段）
。
その他経過規定等が規定されている。
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9.13.3. 会社の合併、営業譲渡、会社分割といった組織再編に関する規定の欠如
株式会社法には、会社の合併、営業譲渡、会社分割といった組織再編に関する規定はない。
しかし、2014 年改正商法（審議中）では、合併（amalgamation）、会社分割（division）、会社
の組織変更（transformation）という、会社の組織再編に関する規定が新設されている52。

52

以下、本商法改正に関する International Law Office Dr. Behroz Akjlaghi & Associates の 2014 年 4 月 22
日付 News Letter Nr.2 を紹介する。
（http://akhlaghi.net/new-commercial-code-of-iran-2nd-bi-weekly-n-a/）
合併には新設合併と吸収合併があり、吸収合併（simple amalgamation）では存続会社が既存の会社を吸収し、
吸収された会社は法人格を失い消滅する。新設合併（complex amalgamation）では既存の 2 社が新法人を設立し、
既存の会社は法人格を失い消滅する（商法第 590 条）
。如何なる合併も、市場競争を減殺する効果を持つので競争
委員会の承認が必要であるとされている（商法第 591 条）
。
会社分割では、
会社の資産ないし負債の一部ないし全部が 1 社ないし複数の会社に移転される部分分割（partial
division）と、会社の資産・負債の全てが 2 社以上の会社に移転され、会社財産がなくなった会社が法人格を失
い消滅する完全分割（complete division）がある（商法第 592 条）
。
会社の債務を保証しているパートナーがいた場合、合併、分割が終了するまでは保証を否認することはできな
い（商法第 594 条、株式会社では適用される事態はないと思われる）
。
法律が認める限り会社は如何なる組織変更もできるが、組織変更は既存の債務に対し影響を与えない（商法第
617 条）
。
合併計画、会社分割計画において取締役は如何なる不正確な情報を含んではならず、違反行為をした取締役は
商法第 667 条に規定する罰則の適用を受ける。
上記 New Letter には、合併・会社分割への反対株主の会社への株式買取請求の可否、合併・会社分割における
債権者異議手続の存否、合併・会社分割無効の訴えの存否、会社分割における労働者の異議申出手続の存否とい
ったことについての説明がない。これらの手続がないゆえに説明していないのだとすれば、イランでは合併・会
社分割の当事者となる会社の取締役・社長が各々の利害関係者といちいち個別の交渉をして、合併契約書、会社
分割契約書を作成することになる。当事者の会社の経営者は、少数株主、債権者、労働者の意見を聞かずに、大
株主、多額債権者の意見を聞いて合併・会社分割を進めるか、他方で、少数株主、債権者、労働者の意見を聞く
のに時間がかかり、合併・会社分割が進まないという、二方向の事態が考えられる。それは、合併、会社分割と
いう制度はあっても実際には使われにくいことを意味するだろう。また、吸収合併、部分分割では、存続会社な
いし資産の移転を受けた会社が自社株を持つことが想定されるが、自己株式の消却は認められていない現状でど
のように自己株の買い手を探すのかという問題も残っている。自己株取得の事態を避けるために合併や会社分割
をしないというのは、組織効率化の観点からいえば本末転倒である。
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１０．労務管理、経理管理に関する法制度の概要
10.1.

労務管理の概要

10.1.1. 労働に関する法制度
イランの労働規制の特徴としては、労働者保護が強い、解雇が難しい、労働裁判所が労働者有
利に働くという点が挙げられる。
イランにおける労働は、1991 年労働法（No.13387）が規定しており、外国人（労働許可を得て
いる場合）であってもイラン人であっても同様に適用される。
イランにおいて、労働は、我が国と同様に「労働に関して有する個人の権利」であり、労働法
第 2 条は「雇用主の要求によって対価（賃金・給与・配当金・諸手当）と引替えに労働能力を提
供する」と規定している。
また、イランはイスラム圈であることから、事業者は、労働者に対してお祈りの場所の確保や、
ラマダン期間についての適切な労働環境を提供する義務に関する規定もある（同法第 150 条）。
10.1.1.1. 労働契約
雇用契約は書面によるでも口頭によるものでも構わないことになっているが（同法第 7 条）、
書面での契約の有無にかかわらず、労働法の規定を遵守しなければならない。その一方で、書面
での契約は、労働法で定める労働者の権利を下回る諸手当であってはならない（同法第 8 条）。
労働契約には以下の事項の記載が求められる（同法第 10 条）。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

職種又は従業員が従事あるいは遂行する仕事
基本給与あるいは賃金と諸手当
労働時間、休暇
労働場所
契約書締結日
有期雇用の場合は契約期間
職務あるいは地域に関連した慣習事項

雇用契約書作成にあたっては 4 部コピーを作成する。事業者と労働者がそれぞれ 1 部を持ち、
残りを労働局とイスラム労働評議会に提出する。イスラム労働評議会がない職場については、労
働者の代理人に渡す。
10.1.1.2. 労働契約の期間（同法第 7 条）
労働契約の期間は、有期雇用と無期雇用がある。無期雇用契約の場合、例えば 1 年間の雇用期
間の場合、1 年ごとに契約が更新される。有期雇用期間は、職務の性質上無期限にならない職種
に関するものであり、最大契約期間は、協同組合・労働・社会福祉省（Ministry of Coorporatives,
Labor and Social Affairs）並びに閣僚会議（Council of Ministers）の認可による。
一方、無期雇用は雇用に関する期間が定められていない終身のものである。
有期雇用から無期雇用への変更も可能である。実際には、有期雇用からスタートし、労働者の
人柄や能力がわかった段階で、労働に対する報償のひとつとして有期から無期へ雇用契約を変更
することもある。
雇用契約書に雇用期間の記載がない場合は、無期雇用とみなされることになるため注意が必要
である。
10.1.1.3. 解雇
イランは労働者保護が強い国であることを認識する必要がある。労働は、個人が保有する権利
のひとつであり、労働者を解雇するということは、当該労働者の働く権利に一定の制限をかける
ことになるため、企業は一定の金銭的補償によって当該労働者の「労働の場」を買い取ると捉え
られているようである。そのため、解雇が非常に難しくなる。
例えば、6 ヶ月以上雇用した労働者を免職した場合に、事業主が解雇事由として当該労働者が
犯した重罪（serious offence）を証明できなければ、解雇は違法とされる（同法第 20 条）。こ
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の場合、労働者は解雇通告から 30 日以内に諮問委員会に申し立てることができる。そこで事業主
が適切に重罪の証拠を提示できない場合、諮問委員会は事業主に対して、労働者の復職を認め当
該申立の案件にかかる期間の給与を補填することを命ずる。仮に、事業主が適切な重罪の証拠を
提示した場合でも、労働者の直近の給与レートに基づき 45 日分の給与の支払いが求められる（同
法第 20 条）。
なお、イラン国内の大使館や在外公館はこの限りではなくいつでも労働者を解雇できるが、そ
の際に、当該労働者の最後の給与の 1 ヶ月分を「勤続手当」として支給しなければならない（同
法第 27 条）。
10.1.1.4. 労働契約の終了
イラン労働法は、以下の場合に雇用契約を解除することができるとしている（同法第 21 条）。
①
②
③
④
⑤
⑥

労働者が死亡した場合
労働者が定年の場合
労働者が完全就業不能になった場合
有期かつ非更新の雇用契約において明示的あるいは暗黙に雇用契約期間の終結が記載されている場合
仕事を特定した契約業務が完成した場合
労働者が辞職した場合

労働者が辞職する場合は、辞職 1 ヶ月前に書面で辞職願を事業主に提出することが求められる。
その後 15 日以内に労働者の考えが変わり辞職の意思がなくなった場合は、書面で事業主に通知す
れば提出した辞職願は無効になる（同法第 21 条）。
なお、イラン経済特別区及びフリーゾーンでは独自の労働法が適用されるため、労働契約の終
了規定は同じではない点に留意する必要がある（これらの区では、イラン本土と比べて事業主に
若干有利な制度になっている）。
10.1.1.5. 労働時間／残業手当
労働時間は，1 日あたり 8 時間、週 44 時間を超過しないと規定されている（同法第 51 条）。
この時間に、昼食、ティータイム及びお祈りの時間は含まれていない。1 日あたりの労働時間は 8
時間より減っても良いし増えても良い。困難で、非健康的かつ地下での仕事の場合は、1 日 6 時
間、週 36 時とされている（同法第 52 条）。
1 時間当たりの残業手当の計算式は、1 日の給与を 7 時間 20 分で割ったものに時間賃金の 40％
を加算した金額になる。
10.1.1.6. 割増賃金
朝と昼の交代制の労働については、通常の月給の 10％割増した給与を支払わなければならない
（同法第 56 条）。朝と昼と夜の交代制の労働については、15％の割増となる。また、朝と夜又は
昼と夜の交代制の労働については、22.5％の割増になる。なお、夜間労働は午後 10 時から翌日の
午前 6 時をいう。
イランにおいて金曜日は有給休日であるが、金曜日に働き、他の日に代休をとる場合は、金曜
日の労働については 40％の割増
（通常の 140％）
の給与を支払わなければならない（同法第 62 条）
。
10.1.1.7. 最低賃金
最低賃金は労働高等評議会（Labor High Council）で決められる（同法第 41 条）。毎年改訂さ
れる最低賃金は、2015 年度の日給は 23 万 7,475 リアル（約 950 円、月額約 2 万 7,700 円）で、
2014 年と比べて 17％上昇している53。なお、最低賃金は、もっぱら現金で支払うことが求められ
ている（同法第 42 条）。

53

Circular No. 227413 issued on March 16, 2015
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10.1.1.8. 見習期間／仮採用
見習期間については、当事者間の合意により決めることができる（同法第 11 条）。通常、見習
期間は雇用契約に記載し、非熟練工と半熟練工の場合は 1 ヶ月、熟練工と特殊機能工の場合は 3
ヶ月となっている（同法第 11 条 Note）。これを超える期間の設定は認められていない。
見習期間内であれば、双方の当事者は事前通知なしに、また、如何なる補償金支払いもせずに
雇用を解消することができる。事業主による雇用契約の解消の場合、当初設定した見習期間の報
酬を支払う必要がある。労働者による雇用契約の解消の場合、当該労働者が実際に働いた期間に
対する報酬の支払いになる（同法第 11 条）。
10.1.1.9. 報酬の支払い
報酬には、賃金、給与、家族給付、住宅手当、食料品、無料交通、その他の手当、生産量増大
によるボーナス、年間利潤分配等が含まれる（同法第 34 条）。賃金には、時給や業務量等がベー
スとなり、現金と現物支給及びその両方が含まれる（同法第 35 条）。なお、同一条件下における
ジェンダーによる賃金格差は禁止されている（同法第 38 条）。

役 職

表１０－１：外国労働者の月給と諸手当リスト(単位：米ドル)
トルコ、ポ
ーランド、
韓国、マレ
バングラ
西欧州、米
ハ ン ガ リ インド、パ
ーシア、豪
デシュ、イ
国、カナ
ロシア、東 ー 、 チ ェ キスタン、
州、ニュー
ラク、アフ
ダ、日本、
欧諸国
コ、スロバ エジプト、
ジーラン
ガニスタ
ブラジル
キ ア 、 南 リビア
ド
ン
ア、ペルシ
ャ湾諸国

1. イ ラ ン 企 業 の 執
7,000
4,900
行取締役
2.所長（外国企業、
銀行、保険、調査等
7,000
4,900
の支店）
3.専務取締役、副所
6,000
4,200
長、副販売部長等
4. 部 長 、 上 級 専 門
5,000
3,500
家、上級技術者
5.従業員（金融、経
営、販売、マーケテ
ィング）,
4,000
2,800
購買供給従業員、コ
ック、秘書、翻訳者、
事務員
6.熟練工、技師、ス
3,000
2,100
チュワード、看護婦
7.パイロット
6,000
4,200
8. 副パイロット、
5,000
3,500
航空エンジニア
9.医師、学術委員会
6,000
4,200
メンバー
10. 未熟工
2,500
1,750
（出典：Circular 52726 dated 26.01.1999）54

54

アフリカ諸
国他

3,220

4,200

2,800

2,100

2,450

3,220

4,200

2,800

2,100

2,450

2,760

3,600

2,400

1,800

2,100

2,300

3,000

2,000

1,500

1,750

1.840

2,400

1,600

1,200

1,400

1,280

1,800

1,200

900

1,050

2,760

3,600

2,400

1,800

2,100

2,300

3,000

2,000

1,500

1,750

2,760

3,600

2,400

1,800

2,100

1,150

1,500

*

*

*

Pars Associates より提供（2015 年 12 月 26 日）
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10.1.1.10. 有給休暇
イランの国民の休日は以下のとおりである。
国民の休暇
2 月 11 日
3 月 19 日
3 月 20 日〜23 日
3 月 31 日
4月1日
6月3日
6月4日
10 Zihajeh （太陰暦）
18 Zihageh
9 Moharram
10 Moharram
20 Safar
28 Safar
29 Safar
3 Jamadiol Sani
13 Rajab
27 Rajab
15 Shaban
21 Ramazan
1 Shaval
25 Shaval

表１０－２：イランの休日
名 称
Victory of Islamic Revolution
Nationalization day of oil industry
New Year Holidays
The Day of Islamic Republic of Iran
13th Farvardin
Demise of Imam Khomaini
Uprising of People in 1963
Eyd-e-Ghorban （宗教的休日）
Eyd-e-Ghardir Khom（宗教的休日）
Tasooa （宗教的休日）
Ashoora （宗教的休日）
Arbaeen （宗教的休日）
Martyrdom of Hazrat Imam Reza（殉教者 Hazrat Imam Reza）
Martyrdom of Hazrat Imam Reza（殉教者 Hazrat Imam Reza）
Martyrdom of Hazrat Fatemeh Zahra（殉教者 Hazrat Fatemeh Zahra）
Birthday of Hazrat Ali（誕生日 Hazrat Ali）
Prophetic Mission of Hazrat Mohammad（予言者 Hazrat Mohammad）
Birthday of Imam Mahdi（誕生日 Imam Mahdi）
Martydom of Imam Ali（殉教者 Imam Ali）
Eyd-e-Fetr（ラマダンの終わり）
Martyrdom of Imam Jafar Sadegh（殉教者 Imam Jafar Sadeg）

年間有給休暇は 30 日（1 ヶ月、4 回の金曜日を含む）と規定されている（同法第 64 条）。その
他の国民の休暇は含まれない。雇用期間が 1 年未満の場合は、実際の雇用期間の割合に応じて設
定される（同法第 64 条）。また、困難あるいは非健康的な職にある者は、5 週間の年間有給休暇
が与えられ、可能であれば年に 2 回に分けて（6 ヶ月ごと）とることができるとしている（同法
第 65 条）。年間有給休暇の未消化分の次年度への繰り越しは 9 日を限度としている（同法第 66
条）。
さらに、メッカへの巡礼のために就労生活の中で一度に限り有給あるいは無給休暇をとること
が認められている（同法第 67 条）。
加えて、本人の結婚、配偶者・子供・両親が死亡した場合は 3 日間の有給休暇が認められてい
る（同法第 73 条）。出産休暇については合計 90 日まで認められ、母乳で育てる場合には更に 30
日が追加され、出産前 1.5 ヶ月から取ることができる（同法第 76 条）。
10.1.1.11. 退職時の支払い
労働者の退職にあたっては、例えば 1 年間の有期雇用契約の場合は最後の 1 ヶ月分の給与を勤
続手当の名目で追加的に支払わなければならない（同法第 24 条）。6 ヶ月の雇用であれば半年分
となる。
10.1.2. 外国人労働者雇用について
イランにおいてイラン国民でないものは外国人と見なされるが（民法 976 条）、イラン国民、
外国人にかかわらずイランに居住する全ての者は、特段の規定がない限りにおいてイランの法律
が適用されるとしている（民法第 5 条）。
イランで外国人が労働するにあたっては労働許可が不可欠であるが、労働許可を得ずに就労し
ていた場合は、当該外国人は、当該外国人を労働許許可なしに就労させた者との共犯扱いになる。
例えば、労働ビザを持っていない者を雇用した場合や、労働ビザの有効期限が経過している者を
雇用した場合、最低賃金の 5 倍を限度とした罰金が当該外国人を就業させた者対して科される。
違反が繰り返された場合は、罰金額は倍になる。それでも事業主が罰金の支払いを拒絶する場合
は、91 日～180 日の懲役が科される（労働法第 181 条）。
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10.1.2.1. 労働ビザ
外国人がイラン国内で労働する場合は、労働ビザが必要である。既に観光ビザ等を有してイラ
ン国内に滞在している場合は、労働ビザへの切替申請が求められる。また、労働ビザを申請して
いる外国人は、ビザが発効されるまで労働することはできない（同法第 120 条）。労働ビザは、
外務省が協同組合・労働・社会福祉省移住者労働局（Expatriates Labor Department）の指示に
基づいて「外国企業の外国人代表者」の名前において発給する。当該代表者への労働ビザ申請は、
当該代表者がイランへ到着後に移住者労働局に対して行う。通常、労働ビザは 1 ヶ月以内に発行
される。労働ビザ発給の基準は以下のとおりである。
労働ビザの有効期限は 1 年間で、同期間の更新ができる（同法第 124 条）。
労働ビザを有している外国人労働者が帰国する際には、警察（Police Department）から退出許可を得る必要があ
る。退出許可発行には、経済財務省発行の納税証明書（有効期限 1 年間）が求められる。

10.1.2.2. イラン人労働者雇用について：外国人に対するイラン人雇用割合
イラン労働局は、通常外国人労働者に労働ビザが発効される前に、イラン人労働者が雇用され
ることを要求する。その比率は、外国人労働者 1 名に対してイラン人労働者 3 名である。支店や
代理店あるいはリエゾンオフィスにおいてイラン人雇用割合が満たされていない場合は、移住者
労働局は不足分について協同組合・労働・社会福祉省所管の職業紹介所の求職者リストの中から
補足させることになる。当該割合は、外国人労働者が増えた場合でも同様に適用される。

10.2.

経理管理

10.2.1. 税金：付加価値税（VAT）、法人税、源泉徴収他
事業者は、労働者を雇用するにあたり、以下の社会保障分担金に加え、7％の源泉徴収を行う。
160 万リアル以下の給与は課税対象外であり、160 万リアル～350 万リアルまでは 10％が課税され
る。350 万リアル以上の給与については以下の表１０－３のとおりである。

給与
Rls.8,333,333 まで
Rls.20,833,333 まで
Rls.83,333,333 まで
Rls.83,333,333 以上

表１０－３：給与と税率
税率
Rls.3,500,000 を超える金額について 20％
Rls.8,333,333 を超える金額について 25％
Rls.20,833,333 を超える金額について 30％
Rls.83,333,333 を超える金額について 35％

以下の場合は、給与収入に対して課税されないとしている。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪

イラン在住の外国の外交官、派遣団で相互協定により本国から給与が支払われている者、国連機関等の
国際機関の職員で給与が当該機関から支払われている者であってイラン国民でない場合
イラン在住の外国の領事館職員、外国政府の文化施設の職員で相互協定により給与が外国の機関から支
払われている場合
イラン政府との合意においてイランに派遣されている外国人の専門家で技術、経済、科学及び文化的支
援を行い給与がそれぞれの外国機関から支払われている場合
外国イラン大使館及び領事館に雇用されているイラン国民でない現地労働者で相互協定により給与がイ
ラン政府より支給されている場合
年金及び退職手当（雇用年の最後の 1 ヶ月分給与が上限）
派遣及び旅行手当
工場敷地内や労働者のためのワークショップのための宿泊施設
負傷、治療等に関して受け取った保険賠償金
新年度のボーナスあるいは年末ボーナスで直接税法第 84 条が定める課税控除額の 1/12 が限度である場
合
事業者による施設で法的認可あるいは特別規定により公務員によって処分されたもの
事業者による直接的又は適切な従業員を介して、医師又は病院に対して当該従業員あるいは当該従業員
の扶養者の治療費の支払いであり、支払の証憑書類がある場合
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⑫
⑬

従業員に対する非金銭的手当で直接税法第 84 が定める課税控除額の 2/12 を限度とするもの
軍隊及び法執行部隊（Disciplinary Force）の隊員の給与、及び諜報省（Intelligence Ministry）の雇
用法に従って雇用された職員の給与、加えてイスラム革命並びに戦争による傷病兵と解放された戦争捕
虜の給与（ここまで直接税法第 91 条）

加えて、国家管理計画局（Management and Planning Organization）によって指定された後進
地域で支払われた給与の 50％は課税されない（直接税法第 92 条）。
10.2.2. 社会保障
事業主は、労働者に対して社会保障法（Social Security Law）に基づく保険を提供しなければ
ならない（労働法第 148 条）。社会保障負担金は、労働者の月給の 33％、上限として 399 万 9,990
リアル（2003 年、約 1 万 5,980 円）となっている。このうち、23％（社会保障が 20％、失業保険
が 3％）は事業主が支払うことになり、労働者負担は 7％である。加えて、政府が 3％の負担をす
る。
分担者
事業主
労働者
政府

表１０－４：社会保障負担割合
分担割合（月給の 33％）
23％
7％
3％

社会保険分担金は、毎月社会保険局に対して給与明細と共に提出することが義務付けられてい
る。

10.3.

留意事項

租税条約を日本とイランは結んでいない点に留意する必要がある。
雇用契約は有期と無期とがあり、契約内容は同じではない。有期雇用契約においては、雇用期
間を明確にしておく必要がある。イランでは一般的に雇用期間は 1 年であることから、雇用開始
日と終了日を明記することが重要になる。他の契約における記載事項は、有期・無期でほとんど
相違いはない。雇用契約書に雇用期間の記載がない場合は無期雇用と見なされることになるため、
注意が必要である。
日本人に対するイラン人雇用割合については、労働ビザ発効前に手当しておくことに留意しな
ければならない。
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１１．外国投資家の銀行口座開設と金融サービスを受けられる制度の状況
11.1.

イランにおける決済の概要

日本からイランに商品を輸出入するにあたり、イラン国内で法人を必ずしも設立する必要はな
いが、自動車等の輸出入の場合は支店ないし駐在員事務所の法人設立が必要になる。何れにして
も、製品やサービスの決済は信用状（L/C）によって送金ができ、この場合、必ずしもイランに銀
行口座を開設する必要はない。
下記は、イランにおける通常の L/C 決済の手順である。

11.2.

信用状（L/C）発行

イランへの輸入においては信用状の開設が求められる（輸出入規制法実施規則（The Executive
Ordinance of Law on Export-Import Regulations）第 41 条）。当該規則において、以下の場合
は、信用状は不要としている。
①
②
③
④

外貨による送金がない商品の輸入
国境にある取引所を通しての商品の輸入
前線地区に住居を持つ世帯、企業、行商人、船員や船舶乗務員の要請による商品
法律又は規則で定める場合

イランにおける信用状の発行は以下のとおりである。
信用状の開設に関しては、外貨規則（Foreign Currency Regulations）第 1 章55が、商品やサー
ビスの輸入について規定している。次の各項が重要なものである。
① 発行依頼人は信用状を開くための申請用紙を発行銀行宛てに、また、産業鉱業商業省によって妥当と認
められた特定の商品を輸入するための登録用紙も提出しなければならない。
② 銀行は用紙と妥当性を管理する。
③ 銀行は信用状を開く日に信用の最大 30％（リアル相当額）を前払金として受け取る。発行依頼人は残金
を書類転送の日までに支払わなければならない。もし、発行依頼人が為替変動をカバーするために信用
のうち 30％以上を前払金として支払うことを望む場合は、これに対する制限はない。
④ 銀行は顧客の妥当性と忠実性についての銀行の認定に基づき、残金の支払保証を求めることができるが、
それについては銀行自身が責任を負う。
⑤ 発行依頼人は残金を銀行の定める特定の日までに支払わなければならない。さもなければ、違約金を支
払わなければならない。
⑥ しかる後に銀行は商品の保険を管理する。
⑦ 銀行は信用状開設手数料を徴収する。
⑧ 改訂信用状統一規則（UCP600）及び発行銀行の判断によっては、次の各文言に言及することが認められ
る:
- 積替え （トルコの港湾を除く）
- イラン中央保険会社が保険法（Insurance Law）第 70 条を適用するという条件付きの CIP（Carriage and
Insurance Paid To）又は CPT（Carriage Paid To）
- 回転信用状
- バック・ツー・バック信用状
- もしも買い手が輸出国から法的許可を得て全責任を負うことに同意した場合の、輸送・保険その他、工
場渡しの条件
- 譲渡可能信用状
- 船荷証券（B/L）その他の第三者からの書類の受取り
- 用船契約船荷証券の受取り
- 未分類の船、又は不定期航路に就航している稼働中の船、名前のない船、又は適切な保険のかかってい
る船に積載しての輸送
- 発行銀行、子会社、商品、及び関税分類品目について産業鉱山商業省によって認可された関連書類を提

55

http://www.cbi.ir/page/2563.aspx（ペルシャ語のみ）
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⑨

⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮
⑯

⑰
⑱
⑲

⑳

11.3.

出するか否か、最終目的地、並びに輸送の条件の変更
- 信用状受益者、商品の原産地、及びコルレス銀行は、双方の書面による合意によってのみ変更可能であ
ること
- 書類を提出する締切りを最長 90 日まで延ばすこと
- 輸入レジストリ書類が修正されている場合は商品を増量できること
- 輸入レジストリ書類が修正されている場合は輸送費の減少によって商品の増量及び FOB 価格の増額が
できること
- 輸送方法と梱包方法の変更
- 産業鉱山商業省によって認可された船主責任（P&I）保険の中で言及されている場合は、免税品の主た
る輸送による入荷
- 種類と量が揃っている場合に、ばら荷を混載すること
- もし所定の通貨での支払いが不可能な場合には、新しい船主責任に基づき、輸入レジストリ書類が産業
鉱山商業省によって修正されなければならないこと
アジア決済同盟（ACU）を通じてなされた信用取引の決済は当該法令に従うものとする。
以下の事柄は必ず言及されなければならない:
もし、この信用状が信用状通貨で如何なる額も支払うことが不可能である場合は、信用状受益者、発
行依頼人、及び場合によっては発行銀行との間で合意された自由に使用可能な他の如何なる通貨によ
っても、払込日より 2 銀行営業日前に通貨発行中央銀行が発表し、国際通貨基金（IMF）のウェブサイ
ト「www.imf.org」に掲載される代表的為替レートで、信用状通貨の金額をその通貨の金額に換算して
支払うことができる。
輸入者の請求に基づいて満期が来ているかどうかを判断し、その者の妥当性について考慮することは、
信用状を開く日から 18 ヶ月を超えない限り可能である。製造所要時間がもっと長い商品の場合は、製造
期間の長短に基づいて銀行が判断を下すことができる。
満期日の延長は、優先度が最低限の商品（贅沢品）以外の全ての商品について認められる。
外貨レートを変更する必要がある場合は、必ず中央銀行の外貨監督管理部門から「新統計証書」を得な
ければならない。
融資の延長、リファイナンス、米州開発銀行、世界銀行、ECO 貿易開発銀行 外貨制限を考慮した信用状
は認められる。
満期到来後 6 ヶ月を超える期間が経過した場合は、銀行が信用状を清算し取り消すことができる。
信用状による商品輸入に対する検査は必ず行わなければならない。
梱包リスト、C/O、検査証明書、輸送リストは、輸出国の産業鉱業商業会議所によって認可されなければ
ならない。
上記書類の認可は輸出国にあるイラン大使館によって行うことが推奨される。認定が関連する省（特定
の商品の輸入について許可証が発行される）によって行われた場合は、認可されたものでなければなら
ない。
延納信用状の発行は、もしも信用状の金額が書類転送の日付から 12 ヶ月以内に支払われるならば可能で
ある。
コルレス銀行は書類を（受益者がこの書類を銀行に配達した日付から）5 日以内に発行銀行に転送し、そ
の旨を通知しなければならない。
商品とサービスを一緒に輸入する場合は、そのことが船主責任に区別して記載されなければならない。
そして、仕入業者はイラン経済財務省によるサービス分から税を減額することについて同意が得られた
ことに言及しなければならない。サービス分の支払は、税控除の後に同省の許可によって行われる。
仕入業者がサービス部分について約束どおり履行するのを確実にするために、10％の額が契約履行保証
として売り手によって預託され、信用状に記載されなければならない。

信用調査

イランの銀行からの信用調査の依頼に基づき、中央銀行が財政状況、他の銀行との取引ボリュ
ーム、信用度ランキング等について調査を行い、結果を当該銀行に通知する。ここで、中央銀行
による信用調査の結果は、あくまで助言であり義務が発生するものではない。通知を受け取った
銀行は、中央銀行による調査結果を参考に最終判断をする。
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11.4.

イランで会社を設立した際の銀行口座について

日本企業がイランで会社を設立した際には銀行口座を開設しなければならないが、その場合、
現地通貨のリアル口座と外貨口座の 2 種類の口座が必要になる。
なお、外貨口座については、中央銀行が定める規定56がある。
①
②
③
④

⑤
⑥

⑦

外貨口座を開設することは、全てのイラン及び外国の法人及び自然人に認められている。これらの口座
は EUR、GBP、USD、 JPY、SF、DBH、SR、CAD、及び BHD で開設することができる。
また、外貨口座を開くためには、申請者はリアル口座を開く資格を持っていなければならない。
外貨の振替と海外への銀行支払命令の発行は認められている。
海外への振替のため、第三者に外貨を現金で支払うことは可能であり、そのことは彼／彼女のパスポー
トに明記されていなければならない。金の出所が外貨口座又は輸入された銀行命令であることが明記さ
れていなければならない。
銀行を通じて外貨を輸入又は輸出することは認められており、その金額には全く制限は設けられていな
い。
客が外貨を輸出又は輸入することは、5,000 ドルまで認められており、これを超える場合は申告しなけれ
ばならない。乗客は出入国の際に外貨申告書の用紙に記入しなければならない。この申告は銀行におい
ても行わなければならない。
外貨口座への入金、あるいはこの口座への支払命令による現金での入金は最高 5,000 ドルまでしか認め
られていない。これを超える金額は反マネーロンダリング法（The Islamic Republic Of Iran Anti Money
Laundering Law）による制限を受けることになる。

なお、イランの銀行は何れも、リアル口座又は外貨口座を開くための要件を発表しており、こ
れらの要件は各銀行のウェブサイトで閲覧することができる。
例えば、バンク・メッラットに外貨口座と当座預金口座を開くための要件は、次のリンクに明
記されている。
http://en.bankmellat.ir/foreign_currency_deposits.aspx
http://en.bankmellat.ir/current_account__jaam.aspx

11.5.

イランの銀行での外貨口座開設（メッラット銀行の場合）

11.5.1. 外貨預金
メッラット（Mellat）銀行が提供する外国為替サービスは以下のとおりである。

11.5.1.1. 外貨預金 gharzolhassaneh（無利子預金）口座
外貨預金（gharzolhassaneh）口座を開設しようとされるお客様は外国為替取扱支店で、外貨預
金（gharzolhassaneh）口座を開くことができる。
外貨預金（gharzolhassaneh）口座開設には、ID カードの原本及び写し一枚口座開設依頼書の
全項目記載が必要である。
外貨預金（gharzolhassaneh）口座に必要な最低残高は 50 ユーロ又はこれに相当するその他の
外国通貨である。
外国通貨をイラン通貨（リアル）に交換する場合、外貨預金（gharzolhassaneh）口座の名義人
は手数料の支払いを免除される。
11.5.1.2. 外貨当座預金口座
外貨当座預金口座はメッラット銀行の外貨預金の 1 つで、適用法令に応じて自然人及び法人の
56

I. R. of Iran Central Bank Foreign Currency Regulations" （60/1028 dated 18.11.2012）,Chapter 3 "Foreign
Currency Services and Other Foreign Currency Transactions"
http://www.cbi.ir/page/2565.asp（ペルシャ語のみ）
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申込者に開設される。口座名義人は自己口座に預金された資金の支払手形を発することができる。
自然人及び法人は次の口座を以下のとおり開設することができる。
①
②
③
④
⑤
⑥

イラン国籍の自然人
外国籍の自然人
共同口座
イラン国籍の法人
外国籍の法人
イラン国籍及び外国籍の銀行

メッラット銀行の国内通貨当座預金口座を開設する資格がある者は、複数の特別書式と当座預
金口座開設用紙及び照会先（メッラット銀行が知るもの）の全ての項目を記入し、それらの書類
を提出すれば、口座を開設することができる。
申請者の条件は以下のとおりである。
①
②
③

④
⑤
⑥

18 歳以上であること
読み書きのできる者であること
照会先があること。外国籍の自然人の場合、旅券及びイランの居住許可証の原本とその写し 1 枚に加え
て照会先を、当行顧客の 1 人若しくは当行支店の支店長が知る者とすること又は人物の確認と承認を表
明した国家機関の 1 つや当該国大使館の紹介状とすること或いはその両方とすることもできる。
国内及び外国通貨の当座預金口座開設を拒まれないこと
名義人の写真がある ID カードとその写し 1 枚
会社の定款、規約及び法人に関する官報の設立公示と最新の変更公示

外国銀行及び企業のイランで登録された代理事務所の当座預金口座開設は、イランの企業と同
じである。
外国通貨をイランのリアルへ交換する場合、外貨（gharzolhassaneh）当座預金口座の名義人は
手数料の支払いを免除される。
11.5.1.3. 外貨の短期＆定期投資預金
メッラット銀行の利用者が外貨の定期預金口座開設を申請しようとする場合、メッラット銀行
の外国為替取扱支店で申請するが、口座開設には以下の手続が必要になる。
①
②
③
④

18 歳になっていること
ID カード原本及びその写し 1 枚を提出すること
利息預け入れのため開設支店で同一通貨の外貨当座預金口座を開設すること
外貨定期預金の利息は支払期日に当該外国通貨で支払われる

各種通貨で特別短期投資預金口座を開設する場合の最低受入金額及び残高は以下のとおりであ
る。
200 ユーロ、300 カナダドル、200 英国ポンド、5 万円、500 スイスフラン、2,000UAE ディルハム、及び、2,000 サ
ウジリアル

外貨の特別短期投資預金口座への内払い未払利息は、日歩計算で各日の最低残高を考慮し各暦
月末に同口座の最終取引高として同一口座に預け入れられる。
11.5.2. 国外への送金について
外国企業の本国への送金については、民法と商法に基づいて設立された現地法人と同じ扱いに
なる。つまり、外国送金は可能であるが、政府による制度等の変更があれば外国送金が制限され
る可能性は残る。
一方、外国企業がイラン外国投資促進保護法（FIPPA）にイラン企業として登録していれば外国
送金について制限が課せられることはなく、かつ政府保証が与えられることになる（FIPPA 第 14
条）。
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11.5.3. 口座開設における中央銀行の役割
イラン中央銀行は、口座開設における中央銀行の役割に関する全ての法令を制定し、全てのイ
ランの銀行に通知する。イラン中央銀行の外貨に関わる法令に基づいて、イランの銀行口座の外
貨口座から海外への銀行支払命令が金額に全く制限なく認められていると、上記 11.4「イランで
会社を設立した際の銀行口座について」で記載した中央銀行が定める規則57で明示されている。

57

I. R. of Iran Central Bank Foreign Currency Regulations" (60/1028 dated 18.11.2012),Chapter 3 "Foreign
Currency Services and Other Foreign Currency Transactions.
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１２．支店及び駐在員事務所設立に関する規定
12.1.

概要

イランにおいて外国企業の支店及び駐在員事務所の設立等について規定している法律は、外国
企業の支店及び事務所の登録許可法（1997 年 11 月 12 日）である。まず、第 1 条において、
「自
国において合法的に登録された外国企業は、規則及び本施行法に定められた以下の事業活動及び
その他の関連行為を行うために支店及び駐在員事務所の登録申請を提出することができる。但し、
当該外国においてイラン人が同等の行為を行うことを相互に認められる場合に限る」と規定し、
以下の行為を列挙している。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

12.2.

商品又はサービスの「アフターサービス」の提供
イランと外国企業の間で締結した契約内容の実施
イランへの投資の調査及び事前計画
第三国における業務のためのイランの技術及びエンジニアリング企業との協力
イラン・イスラム共和国からの石油以外の輸出
技術及びエンジニアリング・サービスの提供及び技術及び専門知識の移転
運輸、製品監査、金融、マーケティング、その他イランの公認機関により許諾を得られるサービス業の
実施

支店及び駐在員事務所の定義

外国企業の支店は、その本社の支配下で本社からの業務を直接実施するものであり、本社の名
義と責任の下でイランにおいて事業活動を行うものであり（外国企業の支店及び事務所の登録許
可法第 2 条）
、外国企業の駐在員事務所は、イランにおいて本社業務の一環を行う個人若しくは法
人であり、本社を代表してイランにおいて行う活動の責任を負うものと定義されている（同法第
4 条）
。
なお、外国企業の支店や駐在員事務所の設立は、外国投資とはみなされない。イランにおいて
外国投資とは、イラン国内で新会社を設立する場合、既存のイラン企業に資本参加する場合、及
び／又はイラン側と契約関係にあることが求められる58。

12.3.

登録について

外国企業がイランにおいて支店を登録する場合、以下の情報及び書面を会社登記局（GOCR）に
提出する（同法第 3 条）。
①

②
③

④

58

インターネットを利用して会社登録包括的システム（CRCS）の電子フォームに記入し提出する場合は、
申請人は該当する書式に「外国人包括ナンバー」を記載しなければならない。当該ナンバーの申請手続
及び取得は以下のウェブサイトにおいてできる。
http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13
当該リンクより「外国人包括ナンバー」を申請するための印刷書面を他の書類と共に会社登記局に郵送
しなければならない。
本社が作成した依頼状
会社の定款、会社設立通知、登録された最新の変更事項、外国企業からの委任状。当該書面の原本は本
国のイラン大使館、代表部若しくは領事館の認証を受け、認可翻訳者により翻訳された文書のコピーは
翻訳者技術機関の承認を受けなければならない。当該機関は司法権の管轄下にある。
以下の情報を含む支店長により作成された正当な報告書
- 事業内容を含む会社情報
- イランにおいて支店を設立する明確な理由と必要性
- 会社の種類及び権限の範囲の説明、支店の法的住所

前掲注 45「イラン・イスラム共和国の外国投資に関するガイダンス及び Q&A」 #37
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⑤
⑥
⑦

- 必要なイラン人及び外国人の人材の概算
- 支店の運営に必要なイラン及び外国通貨の調達方法
同法施行法第 6 条に基づき、認定機関により許可を取り消された場合、会社登記局に定められた特定の
期日までに支店を閉鎖することを強制する誓約書
承認済みのパスポートのコピー及び本社の代理人が外国人の場合はその翻訳
イラン人若しくはイランの法人が支店長になることが想定されている場合は、会社登記局に会社を登録
する場合と同様の書類を提出する

一方、外国企業の駐在員事務所の登録を申請人としてイラン人若しくはイラン法人が行う場合
は、書面のペルシャ語翻訳、原本及び以下の情報を申請書面と共に会社登記局に提出しなければ
ならない（同法第 5 条）。
①

②
③

④

⑤
⑥
⑦
⑧

インターネットを利用して会社登録包括的システム（CRCS）の電子フォームに記入し提出する場合は、
申請人は該当する書式に「外国人包括ナンバー」を記載しなければならない。当該ナンバーの申請手続
及び取得はウェブサイト（http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13）においてできる。
本社が作成した依頼状
会社の定款、会社設立通知、登録された最新の変更事項、外国企業からの委任状。当該書面の原本は本
国のイラン大使館、代表部若しくは領事館の認証を受け、認可翻訳者により翻訳された文書のコピーは
登記局及び認可技術翻訳者機関の承認を受けなければならない。当該機関は司法権の管轄下にある。
以下の情報を含むイランの駐在員事務所により作成された正当な報告書
- 事業内容を含む会社情報
- イランにおいて駐在員事務所を設立する明確な理由と必要性
- 会社の種類及び権限の範囲の説明、支店の法的住所
- 必要なイラン人及び外国人の人材の概算
- 駐在員事務所の運営に必要なイラン及び外国通貨の調達方法
同法施行法第 6 条に基づき、許可を取り消された場合、会社登記局の法的行為として定められた特定の
期日までに駐在員事務所を閉鎖することを強制する誓約書
承認済みのパスポートのコピー及び本社の代理人が外国人の場合はその翻訳
イラン人若しくはイランの法人が駐在員事務所の所長になることが想定されている場合は、会社登記局
に会社を登録する場合と同様の書類を提出する。
駐在員事務所の事業報告書

外国企業の代理人は、会計年度終了後 4 ヶ月以内に事業活動報告書及び監査済みの財務諸表を
提出しなければならない（外国企業の支店及び事務所の登録許可法施行法第 8 条）。

12.4.

「外国人包括ナンバー（Foreign Number）」について

イランで支店等を設立する際には、「外国人包括ナンバー」を取得しなければならない（外国
企業の支店及び事務所の登録許可法第 3 条）。「外国人包括ナンバー」が会社登録包括的システ
ム（CRCS）59の電子フォームに表示される番号と異なる場合は、その問題解決のため「税務当局」
に問合せること。
下記に「外国人包括ナンバー」のウェブ上での申請手続を記載する。
まず、http://e4.tax.gov.ir/Pages/action/show/13 にアクセスすると、以下の画面が表示さ
れる。

59

会社登録包括的システム（CRCS）は 2 つの部分から成るソフトウエアである。1 つは「登録された会社の変更に
かかる議事録」や「支店及び駐在員事務所の設立やその後の変更事項」等、新会社設立のための申請を認めるウ
ェブサイトである。もう 1 つはイラン全国の会社登記局におけるローカル・システムであり、専門家による申請
の審査や会社設立及び変更の通知を公表するためのものである。
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図１２－１：画面１

画面中央右の青色の 3 つのリンクがあり、一番上の青色のリンク「外国人向けの登録」をクリ
ックすると、以下の英語の画面が表示される。
図１２－２：画面２

画面１において、画面中央右の青色の 3 つのリンクの一番下の青色のリンクは「外国企業向け
の登録」でり、ここをクリックすると、以下の英語の画面が表示される。
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図１２－３：画面３

画面１において、画面中央右の青色の 3 つのリンクの真ん中青色のリンクは「登録の追跡」で
り、ここをクリックすると、以下の英語の画面が表示される。
図１２－４：画面４

「Type」をクリックすると画面４が表示され、上が個人（外国人）حقیقی تبعهで下が会社（外
国の会社 ）ایرانی غیر شرکتである。
これらの画面から必要事項を入力し「Register（登録）」をクリックすれば良い。
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12.5.

監査について

外国企業の支店及び事務所の登録許可法施行法の規制の対象となる個人及び法人は、会計年度
終了後 4 ヶ月以内に、監査済みの財務諸表に加えて、イランにおける支店及び駐在員事務所の事
業活動報告書を関連機関に提出しなければならない（同施行法第 8 条）。
当該監査人は、会計組織及びそのパートナーが会計組織の監督官庁に許可を受けた会計機関で
あり、1993 年に制定された「認可会計士としての資格を有する会計士による専門サービスの利用
に関する法律」の注記 4 の施行法に規定されていないものである。

12.6.

管理職の居住と雇用について

支店及び駐在員事務所の管理職は、イランに居住しなければならないと規定されている（同施
行法第 9 条）。外国人労働者については上記 10.1.2.「外国人労働者雇用について」の規定を参
照されたい。

12.7.

マーケティングと情報収集活動は非課税対象

外国企業の支店や駐在員事務所で本国の本社の指示によりマーケティングと情報収集のみを行
っている場合は、これらの業務を遂行するにあたり本社から受け取っている経費に関しては課税
対象にはならない（直接税法第 107 条 Note3）。
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１３．工業団地への進出にかかる法規制と優遇措置
13.1.

工業団地への進出とそれ以外の地域への進出と優遇措置

FDI の進出区域には、フリーゾーン、経済特別区、工業団地（industrial town）、その他の地
域がある。進出区域別の優遇税制については、上記「4.4. フリーゾーン、経済特別区、工業団
地、その他の地域との免税措置比較表」で前述した。

優遇法人税の
対象業種と期間

優遇輸入関税・付
加価値税（VAT）の
対象業種
後進地域

13.2.

表１３－１：進出区域別の優遇税制
フリーゾーン
経済特別区
工業団地
製造業・鉱業の生産
製造業・鉱業の生
全ての業種、
活動と、サービス業
産活動と、サービ
各フリーゾーンによ
のうち病院とホテル
ス業のうち病院と
り 15、20、30 年間
業で 7 年間
ホテル業で 5 年間
製造業・鉱業の生産
活動と、サービス業
のうち病院とホテル
全て
なし
業
貿易会社も保税扱い
を受けられる
違いはない
13 年間
8 年間

その他の地域
製造業・鉱業の生産活
動と、サービス業のう
ち病院とホテル業で
5 年間

なし

10 年間

環境規制と ESG issue 対策

工業団地への進出で留意すべきは、環境規制である。イラン憲法第 50 条は環境保護を規定して
いる。
憲法第 50 条 環境保護
豊かな社会を生きる権利のある現在と将来の世代が生きる環境の保護は、イランの公的な義務である。環境公害
を必然的に起こすか修復のできない損害を環境に与える経済活動やその他の活動は環境保護の故に禁止される。

本規定に基づきイラン環境保護法（Environmental Protection Law）は立法されているが、ペ
ルシャ語版しかなく英語での翻訳はないため内容は不明である。最近の諸外国の憲法でも、憲法
規定で環境権を保護するという考え方が広まっている。製造外資系企業及び BOT、Buy Back、Civil
Participation に参加する外国投資家は、現地投資認可当局、現地パートナーとのコミュニケー
ションを良くして環境保護関連法令違反に問われないようにすべきである。また、投資を誘致し
たいあまり、環境保護関連法令を紹介しなかったり、無視したりする現地側担当者は、現地パー
トナー、現地国有企業、現地国家公務員を問わずいると思われるので留意すべきである。
海外投資において、ESG issues（環境問題、社会問題、企業のガバナンス問題）はいよいよ重
要になっている。現地市民社会セクターのみならず、先進国市民社会セクターが外国投資におけ
る ESG issues への対応振りについてチェックするようになっているからである。
対応を誤ると、企業の社会的責任（CSR）を無視する会社であると批判されやすい。特にイラン
には改革派と保守派の政治対立があるといわれている。イランは外資誘致を進める現大統領を中
心とする改革派勢力に対して、宗教勢力と国会の有力勢力を中心とする保守派はナショナリズム
をも掲げて外資誘致勢力にいつ攻撃を仕掛けるかは不明である。外資が ESG issues への対応振り
や社会的責任（CSR）で保守派の攻撃の的にならないように留意すべきであると思われる。
2016 年 3 月 21 日に施行される競争力のある生産をするための障害を除去し金融システムを促
進する法律（障害除去法）における環境に関する規定には、立地と優遇措置との関係と、障害除
去法第 55 条、第 56 条による現在生産活動中の企業と環境問題の関係についての確認規定（上記
6.1「直接税法第 132 条 Note2 による立地規制の規定」参照）の他に、以下の 2 つ規定がある。
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① 障害除去法第 45 条
2010 年農業セクターと天然資源の効率化を促進する法律（Law for Enhancement of
Efficiency of Agriculture Sector and Natural Resources）第 9 条の規定を改正し、以
下のように規定する。
「国家所有の土地を工業団地、農業地区、観光地区、経済特別区として譲渡するか、政府の計画に
より譲渡する場合は、環境保護法に従う限りは、同法第 9 条の規定を免除する。
」

「同法第 9 条」の規定内容は不明であるが、環境保護法の規定が国有地にも適用される
ことを示している。
② 障害除去法第 43 条
知識産業製品（knowledge-based products）を支援するとし、その例として環境エンジ
ニアリング企業を挙げている。
「知識産業製品の生産を増やし、知識産業製品の輸出に占める割合を増やし、国内需要を高めるた
めに、政府は本法施行後 6 ヶ月以内に知識産業製品生産に関する開発計画を立案し、支援内容を公
表する。知識産業製品を作る会社、特に新技術分野の産業として、航空宇宙産業、ナノテクノロジ
ー産業、バイオテクノロジー産業、環境エンジニアリング産業があり、これらへの支援内容が公表
される。
」

そして、これら知識産業製品を政府が調達する際には、知識産業製品を生産する国内企
業を必ず入札に参加させねばならないとし、国内企業と外国企業が同等な条件の提示を行
った場合は国内企業の生産した製品を買うか、国内企業と契約しなければならない、との
趣旨を規定している。
外資系企業としてイラン法人を設立するか地場企業に資本参加することで、日本企業の
持つ環境エンジニアリング製品をイランの政府に売る際には、本規定で有利になると思わ
れる。

13.3.

工業団地への進出における輸入関税率

輸入関税率は毎年改定されており、イラン貿易推進機構（Trade Promotion Organization of
Iran：TPO60）より、毎年分厚い書籍『輸出入規則（Export & Import Regulation）』（以下「TPO
輸出入規則」とする）が出版されている。関税率表はイラン貿易推進機構のウェブサイト上から
も英語で HS コード61別に検索することができる。イラン経済制裁解除を踏まえて、外貨獲得のた
めの非石油製品の輸出促進のための輸入関税政策は、潜在力が大きい国内市場があるとして輸入
代替型工業化、輸入代替型海外投資を進めるために完成品の輸入関税を上げたり、イランでの付
加価値を上げるために SKD 部品の輸入関税を上げたりする可能性もある。イランは WTO に未加盟
のため輸入関税を上げる際に WTO との交渉は必要ないと思われるので、留意する必要がある。イ
ラン側は 1996 年 7 月 19 日に WTO 加盟申請を行っている。イランは WTO 未加盟の中で経済規模が
最大の国であるといわれている。
また、輸入関税の減免措置についての政策変更もあり得る。イランには様々の輸入関税減免措
置があり得る。商業省令第 19 条による輸出奨励のための輸出者への奨励金措置についての計画、
電子機器の CKD、SKD 部品に対する輸入関税減免措置、工業製品の生産・投資に関するいくつかの
障害を排除する法律第 12 条による措置、といった法令を記載するインターネット情報はあるが、
内容の詳細は不明である。個々の事業に即して調べていく他ないし、かつ時系列でのフォローア
ップも必要となると思われる。これらを、投資の one stop office、例えばイラン投資・経済・
技術援助機構（OIETAI）の外国投資サービスセンター（FISC）や地場の投資コンサルタントに聞
いたとしても、明確な回答は得られないと思われる。
どこが所轄官庁なのかを、現地法人、現地駐在の日本人がいる企業や政府関係組織（JETRO、JICA
等）など様々なルートで調べ、外国投資をイランにしたいので教えてくれという立場で、当該所
60

www.tpo.ir
HS コード：輸出入の際に商品に付けられる名称及び分類についての統一システム（ Harmonized Commodity
Description Coding System）のこと。
61
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轄官庁に個々に直接アクセスしていくことが望まれる。イラン人の中には「日本企業は投資環境
やビジネス法令を調べてばかりで投資しない」という言い方をする人もいるが、かなり確かなと
ころまでわからない限りは投資できないのは当たり前である。その「かなり確かな」の水準が日
本企業の場合と現地人・現地企業・現地国家公務員そして他の外国企業の間で異なるのだろう。
イラン投資関係法令やその解説についてはインターネット情報でかなりの部分集められるし、
日本にはイランとの貿易・投資関係を深めるべくデータベースを作ろうとしている民間経済組織
や NGO もある。ただし、ビジネス法令の存在・その解釈・そしてその実際の適用についての情報
には、様々あり、どこまでが正しくどこからが間違っているのかについて明確な回答が得られる
とは限らないし、それらの解釈が正しいといえるかについては不明な点も多い。イラン人がしば
しば言う「イランでは何でもある」という言い方には、このような法令解釈の違いがあり得ると
いうことをも含んでいるのかもしれない。
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１４．輸出入にかかる規定
イランにおける輸出入に関しては、輸出入規制法（1993 年 10 月 3 日制定）で規定されている。
イランへの輸出及び輸入は以下の 3 分類があり、どの製品が該当するかについては商業省（現在
は産業鉱業商業省）が設定し閣僚会議（Council of Ministers）の認可による（同法第 2 条）。
①
②
③

許可される製品
条件付きで認可される製品
禁止製品

イランにおいて輸出入に関するビジネスを行うには、イラン産業鉱業商業会議所が発行し産業
鉱業商業省が認可する「コマーシャル・カード」が必要である（同法第 3 条）。
海外からイランに輸出入する場合の交通手段は、イランのものを優先的に使うことが求められ
ているが、海外の陸海空及び鉄道運輸手段の利用については、国家運輸調整最高会議（High
Council for the Co-ordination of National Transportation）が設定し閣僚会議の認可を得る
ことになっている（同法第 6 条）
。

14.1.

登録

輸入製品に関しては、それが政府関係のものであるかにかかわらず、輸入ライセンスと登録の
ために産業鉱業商業省に届出なければならない（同法第 8 条）
。輸入ライセンスは通関許可でもあ
り、それぞれ別のものではない。

14.2.

コマーシャル・カード

コマーシャル・カードは、産業鉱業商業会議所の支店が発行する。通常、コマーシャル・カー
ドの有効期限は申請内容により異なるが 1 年～5 年である。なお、コマーシャル・カード発行の
基準は、商行為であるが以下の行為は商業上の属性がないとみなされコマーシャル・カードは発
行されない（輸出入規制法実施規則第 10 条）
。
①
②
③
④
⑤

14.3.

商売あるいは生産に関するサンプル、検査用サンプル等
コマーシャル・カードを保有しない者により、産業鉱業商業省認可を得て輸入した機械、器具及び部品
等
運営組織が職務において輸出入した製品で、当該組織の目的を達するために、産業鉱業商業省の通達に
合致するもの（ただし、産業鉱業商業省が商業上の属性を有する輸入製品もある）
輸出初心者による輸出製品で、産業鉱業商業省が認可するライセンスによるが、ビジネス開始から最大 6
ヶ月間のもの
研究、科学、医療、教育や実験施設に必要とされる器具や用品

輸出入禁止及び規制品目

14.3.1. 輸出入禁止品目
輸出入に関して、法で以下のものは禁止されている（輸出入規制法付属表）。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦

アルコール飲料
ギャンブル器具
兵器、弾薬、爆発物
麻薬
イスラム教、イランの威厳に反する雑誌、出版物、写真、映画及び関連物
イスラム教に反する、あるいは規則、公序良俗、イランの威厳に反する全ての種類の著作物
合法的あるいは法律により定められている禁止品目、及び又は、関税率あるいは特別な規則により認め
られていない輸出品目
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14.3.2. 輸出入規制品目
TPO 輸出入規則の中で、規制項目が定められている62。主な HS コード63と輸出入規制は以下の表
１４－１とおりである。

HS 部
1

分類名称
動物（行きているものに
限る。
）動物性生産品

2

植物性生産品

3

動物・植物性油脂及びそ
の分解生産物等
調整食料品、飲料、タバ
コ

4

5

鉱物性生産品

6

化学工業の生産品

7

プラスティック、ゴム及
びこれらの製品

表１４－１：HS 分類と輸出入規制64
主な品目
輸出入規制
1.動物（生きてイル者に限る）
・野生動物や野鳥の輸出入は環境庁の許
2.肉及び食用のくず肉
可
3.魚、甲殻類等
・生動物の輸出入は家畜衛生法（1971）
4.酪農品、鳥卵等
第 7 条を遵守
5.動物性生産品（他の類に該当す
・犬猫の輸入は特別の場合（研究実験、
るものは除く。
）
盲導犬訓練等）を除き禁止
・野生動物の身体の一部：環境庁の許可
6.生木その他の植物等
・輸入に関して植物保護法（1967）を遵
7.食用野菜と木の根と塊茎
守
8.食用果実とナッツ等
・種苗等の輸入は環境保護庁の同意
9.コーヒー、紅茶等
・種苗の輸出は研究登録研究所の証明書
10.穀物
が必要
11.～14.まで他の野菜生産品
15.動物又は植物性油脂及びその ・食料飲料法（1967）第 16 条を遵守
分解生産品、調製食用脂等
16.肉、魚や甲殻類の調整食料品
・輸入禁止（宗教で禁止しているもの）
17.糖類及び砂糖菓子
・食料飲料法（1967）第 16 条を遵守
18.ココアとその調整品
・ダイエット食品（鶏肉）の輸入は厚生
19.穀物、穀粉、スターチやミルク 省の裁量
調整品
・カカオ豆の輸入は植物保護法 1967）第
20.野菜、果実、ナッツ等調整品
11 条を遵守
21.各種の調整食料品
22.～24.他の調整食料品
25.塩、硫黄、土石類、プラスター ・塩の輸入は食料飲料法（1967）第 16 条
等
を遵守
26.鉱石、スラグ、灰
・カオリンの輸入は厚生省の許可
27.鉱物性燃料、鉱物性オイル並び ・石油関連品は石油省の許可
にこれらの蒸留物等
28.無機化学品及び有機の化合物
・食品産業や医療目的での輸入は厚生省
29.有機化学品
の許可
30.医薬用品
・殺虫剤や駆虫剤の輸出入は農業省の認
31.肥料
可
32.なめし用又は染色用エキス、タ ・製造用の爆発物等は国防省の許可
ンニン及びその誘導体、染料等
・無水酢酸の輸入は厚生省の許可
33. 精油、レジノイド、調製香料 ・クロロアセチルの輸入は厚生省の許可
及び化粧品類
がない限り禁止
34. せつけん、有機界面活性剤、 ・動物や家畜用薬と生物的物質の輸出入
洗剤、調製潤滑油、人造ろう等
は農業省の同意において産業鉱業商業省
35. たんぱく系物質、変性でんぷ の認可
ん等
・肥料の輸入は水土研究所の登録と同意
36. 火薬類、火工品、マッチ、発 において農業省の認可
火性合金及び調製燃料
・録音されたフィルムの輸入は文化イス
37. 写真又は映画用の材料
ラム指導省の認可
38. 各種の化学工業生産品
39．プラスティック及びその製品 ・爆薬の輸入と通関は防衛省の許可
40.ゴム及びその製品
・健康・医療用部品や用品（人工肛門用
の尿袋を含む）の輸入は厚生省の許可

62

2015 年 TPO 輸出入規則の項目表
HS コード：輸出入の際に商品に付けられる名称及び分類についての統一システム（ Harmonized Commodity
Description Coding System）のこと。
64
我が国財務省の実行関税率表（2016 年 1 月版）を参考にした。
63
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HS 部
8

9

10

11

12

13

14
15

分類名称
主な品目
生皮、皮革製品、動物用 41.生皮及び皮革
装着具並びに旅行用具、 42.皮革製品、旅行用具、ハンドバ
ハンドバッグ等
ック等
43.毛皮製品及び人工毛皮並びに
これらの製品
木材及びその製品、木 44.木材及びその製品、木炭
炭、コルク及びその製品 45.コルク及びその
等
46．わら、エスパルト等の組物材
料の製品並びにかご細工物等
木材パルプ、古紙、板紙 47.木材パルプ、繊維素繊維を原料
とするその他のパルプ及び古紙
48.紙と板紙、製紙用パルプ等
49.印刷本、新聞、絵画、設計図等
織物用繊維及びその製 50.絹及び絹織物
品
51.ウール、繊獣毛等
52.綿及び綿織物
53.他の植物性紡織用繊維等
54.人造繊維の長繊維並びに人造
繊維の織物及びストリップ等
55．人造繊維の短繊維及びその織
物
56.ウオッディング、フェルト等
57. じゅうたんその他の紡織用繊
維の床用敷物
58. 特殊織物、タフテッド織物類、
レース、つづれ織物等
59. 染み込ませ、塗布し、被覆し
又は積層した紡織用繊維の織物等
60. メリヤス編物及びクロセ編物
61.〜63. 衣料又は衣料付属品、紡
織用戦記のその他の製品、セット、
中古衣料、紡織用繊維の中古の物
品
履物、帽子、傘、杖等
64.履き物、ゲートル等
65.帽子とその部分品
66.傘、日傘、歩行杖、鞭等
67．調製羽毛及び羽毛製品、造花
等
石、プラスター、セメン 68.石、プラスター、セメント、石
ト、石綿、雲母等
綿、雲母及びこれらの製品
69.セラミック製品
70.ガラス及びその製品
天然・養殖真珠、貴石等 71.天然又は養殖真珠、貴石又は半
貴石等
卑金属・金属製品
72.鉄鋼
73.鉄鋼製品
74.銅及びその製品
75.～83.まで他の金属関係
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輸出入規制
・輸入禁止（宗教で禁止している動物及
びイスラム以外の地でと殺された動物の
皮革）
・野生動物の皮革の輸出入は環境保護庁
の許可
・特になし

・イスラム文化指導省の許可（科学書は
科学技術省の認可）

・蚕の繭の輸出入は家畜衛生法（1971）
第 7 条を遵守
・手術用の絹糸と紡績糸の輸入は厚生省
の裁量と認可
・輸入禁止（動物の毛で当該当物の肉の
輸入が禁止されているか、輸入されてい
てもイスラムの儀式でと殺されたもので
ない場合）
・綿花や生植物繊維の輸入は植物保護法
（1967）第 11 条を遵守
・輸出禁止（全体あるいは一部が合成繊
維で低品質の染料の絨毯と敷物）
・中古衣料や商品の輸入は厚生省が発行
する健康証明書を提出

・輸入禁止（肉の輸入が禁止されている
か、輸入されていてもイスラムの儀式で
と殺されたものでない動物の皮革製品）

・特になし

・金銀の輸出入は中央銀行の同意を得た
上で産業鉱業商業省の許可
特になし

HS 部
16

分類名称
機械類、電気機器並びに
これらの部分品並びに
録音機、音声再生機並び
にレレビジョンの映像
及び音声の記録用又は
再生用の機器並びにこ
れらの部分品及び付属
品

17

車両、航空機、船舶及び
輸送機器関連品

18

19
20

21

主な品目
84．原子炉、ボイラー等
85.電気機器及びその部分品並び
に録音機、音声再生機並びにテレ
ビジョンの映像及び音声の記録用
又は再生用の機器並びにこれらの
部分品及び付属品

86.鉄道又は軌道用機関車及び部
品
87.鉄道又は軌道用以外の車両
88.飛行機、宇宙飛行体及び部品
89.船舶、ボート、浮体構造
光学、写真、映画用機器、 90.光学、写真及び映画要機器等
測定機器、検査機器、精 91.時計とその部品
密機器、医療機器、時計 92.楽器とその部品及び付属品
及び楽器等
武器、銃砲弾並びにこれ 93.武器及び銃砲弾並びにこれら
らの部分品及び付属品
の部分品及び付属品
雑品
94.家具、寝具、マットレス等
95.玩具、遊戯用具及び運動用具等
96 雑品
美術品、収集品及び骨董 97.美術品、収集品、骨董品
品
98.道路建設機械/自動車等用 CKD
部品

輸出入規制
・印刷、リソグラフ、凸版、タイプセッ
ト等の機械の輸入は文化イスラム指導省
の認可
・輸入禁止（冷蔵又は冷凍機器（冷蔵庫
等含む）でフロンガスを使用しているも
の）
・通信システムのモニタリング機器は通
信及び情報技術省の認可がない限り輸入
禁止
・記録された媒体の輸入は文化イスラム
指導省の認可
・金属探知機の輸入はイラン文化遺産局
（ICHO）の認可
・軍隊又は警察関連の輸入は防衛省の認
可

・特になし

・国防省及び軍兵站部の許可がない限り
原則輸出入禁止
・輸入禁止（豚とイノシシの毛を使った
ブラシ）
・輸出禁止（海外・彫刻を除く芸術品・
骨董品）
・コレクターアイテムの貨幣/メダル/バ
ッジの輸出入は中央銀行の了解を得てか
ら産業鉱業商業省の認可

14.3.3. 輸出義務
全ての輸出品については、如何なる義務又は外貨送金に関する束縛から免除されると規定され
ている（輸出入規制法第 13 条）
。ただし、原油並びに下流製品は特別の規定による。

14.4.

イランが取引を禁止している国

イスラエル（usurper regime of Qods）との如何なる商業上の取引も禁止されている（輸出入
規制法施行規則第 9 条）
。これは、直接的・間接的を問わないため、原材料や部品がイスラエルか
らイランに輸入される場合のみならず、日本からの部品がイスラエル経由でイランに輸入される
場合も適用される。さらに、イランに輸入される製品を製造した会社のオーナーがイスラエル人
であっても同様である。

14.5.

仮輸出申告

製品の製造等のために一時輸入許可された現材料や商品の仮輸出申請は、有効な担保か約束手
形を税関に提出することで、関税が免除される（輸出入規制法第 12 条）。輸入された材料から製
造された製品が定められた期間内に輸出されない場合は、税関は自らの権利を行使して輸入業者
を起訴することができる。なお、同条文に規定する商品については、輸出入規制法付属文書に定
めるライセンスは免除される。
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１５．競争法
15.1.

競争法の根拠規定

イランでは、競争法は、憲法第 44 条の原則を施行する法律（民営化法、2004 年に制定）の第 9
章に規定されている。本法は国有企業民営化法といっても良い法律で、国有企業による独占の弊
害を正すという意味で、競争法の規定が入っている。しかし、国有企業のみならず全ての社会セ
クターを規制するものとなっている。事業者を規制するという形をとっていないので個人、家族
も規制される（同法第 43 条）
。
イラン憲法第 44 条は、イラン経済を公的所有セクター、協同組合所有セクター、そして民間所
有セクターに基礎を置くとして所有対象事業を定め、また所有権の尊重を定めている。そこでは、
公的所有セクターに属する事業分野として、全ての大規模・基幹産業、外国貿易、主要な鉱物資
源、銀行、保険、電力、ダムと大規模灌漑施設、テレビとラジオ放送、郵便・電信電話サービス、
航空、海運、道路、鉄道等、を指定し、これらの事業分野は公的所有がなされ国家が管理する、
と規定されている。同時に、同条末尾には、各セクターの具体的な事業範囲と事業の管理条件に
ついては法律で規定する、と規定されている。
この憲法の下では、公的所有セクターに属する産業分野における市場競争はない。しかし、国
有企業の不効率と国家予算の国有企業への過大な注入への批判が高まり、国有企業の民営化が決
まると、適切な市場競争を規制する法律が必要となり、2004 年、民営化法としてそのうちの一章
を競争法の規定に割くこととなった。国有企業の民営化が憲法改正によらずに法律でできたのは、
憲法第 44 条末尾の権限の法律への委任規定と、これら公的所有セクターに属する産業分野はその
公的所有という形態は変えていないといえるような規定の仕方を同法がしているからだろう。民
営化法第 2 条は公的所有・管理セクターとして天然資源の所有など国有を維持する事業分野を
Group3 の事業として、憲法第 44 条の規定する産業のうち、
「全ての大規模・基幹産業、外国貿易、
道路、鉄道」を除き、留保した。かつ、国有として留保した事業でも、その中核ないし主要とな
る事業のみ国有とし、主要でない分野は Group3 ではなく、民営化事業にした。電力事業でみれば、
主要送電ネットワークのみ国有に残した。基幹産業となる石油産業でも、石油ガスの探鉱・採掘
をするイラン国営石油会社（NIOC）とその他の石油ガス探鉱・採掘会社と石油・ガス井の所有と
管理は国有に残すとし、石油輸送や石化事業など下流分野は、Group3 ではなく民営化事業にして
いる。
民営化事業分野は公的所有であるが、管理は所有管理と市場管理に分けられる事業分野である
ともいえるような工夫もある。国有部分を 20％以下にし、民営化株式の 40％を正義株として貧困
層に配分しているから、民間資本が入ったとしても公的所有セクターに属するといい得る、とす
るのだろう。公的所有セクターの管理は政府が行うという点において、個々の企業の所有の管理
のみならずその企業の属する市場の管理を適正な市場競争の管理という形で国家が事業の管理を
しているので、公的所有セクターの国家による管理はなされているといえるのだろう。競争法は、
このような工夫の一環であるといえる。

15.2.

競争法の規制対象と規制当局

イラン競争法（以下、民営化法のうち競争法に該当する第 9 章を「競争法」とする65。民営化さ
れた国有企業だけではなく全ての企業を規制するものである。
）の規制対象行為として、まずカル
テル規制を第 44 条で規制している。私的独占行為のうち、排除型私的独占禁止（抱合販売、廉価
販売、排他的取引、供給拒絶・差別的取扱等の不公正な取引方法）ともう 1 つの不公正な取引方
法の類型である優越的地位の濫用等を、同法第 45 条で規制している。私的独占行為のうち、支配
的私的独占禁止（買収合併規制、役員の兼職）を同法第 46 条、第 47 条、第 48 条で規制している。
本競争法の規定が適用されないものとして、零細小売商で職業組合法に規定されるギルドの構
成員（伝統的なバザールでの小売商人であると思われる。同法第 50 条）と、知的財産権（同法第
65

すなわち、
「競争法第 44 条」という場合には、民営化法第 9 章第 44 条を指す。
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51 条）を規定している。知的財産権を持つ者には競争法は適用されないが、競争委員会は、知的
財産権の独占的な権利の行使を制限したり、契約を制限したり契約の変更を命じることができる
（同法第 51 条）
。政府の助成措置や優遇措置が、1 社ないし特定の会社に対し差別的な待遇を生
み、特定の者が独占的な市場シェアを得たり競争制限的になることは禁止される（同法第 52 条）
。

15.3.

禁止されるカルテル契約・合意

イラン競争法第 44 条では、カルテルを以下のように規制している。
競争法第 44 条
競争を妨げる共謀行為で以下の規定に該当するものは禁止される。その共謀方法は文書、電子文書、口頭、実質
的なものになっている契約ないし合意である。
① 財・サービスの市場価格を決める行為で直接・間接を問わない。
② 量的規制
③ 取引において差別条件をつけること
④ 取引相手に第三者との契約を条件付けたり、取引相手が行う第三者との取引条件を指示したりするこ
と
⑤ 取引と無関係な他者との付随的なコミットメント行為を条件にして契約をすること
⑥ 市場を分割する合意
⑦ 契約・合意当事者でない者の市場アクセスを制限すること
Note 賃金や雇用に関するベネフィットを規定する雇用契約、労働契約は労働法で規定するとして、競争法でい
う契約に入らない。

15.4.

競争を妨げる不公正な取引方法

15.4.1. 不公正な取引方法に関するイランと日本の規定の仕方
イラン競争法第 45 条では、①私的独占行為のうち、排除型私的独占禁止（抱合販売、廉価販売、
排他的取引、供給拒絶・差別的取扱等の不公正な取引方法）
、②他の不公正な取引方法の類型であ
る優越的地位の濫用と再販価格維持行為、③営業秘密の保護について規制している。日本の独禁
法で不公正な取引方法としている一般指定の不公正な取引方法とほぼ同じであるが、一部異なる
点があり、留意すべき点を括弧書きで示した。
なお、日本では、独占禁止法で規制する内容をより詳しく説明すべく公正取引委員会が不公正
な取引方法に関する一般指定と特殊指定（新聞、物流、大規模小売業につき）を公示している。
不公正な取引方法の一般指定となっている不公正な取引方法は以下の 15 方法である。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

共同の取引拒絶
その他の取引拒絶
差別対価
取引条件等の差別取扱い
事業者団体における差別取扱い等
不当廉売
不当高価購入
欺瞞的顧客取引
不当な利益による顧客誘引
抱合販売等
排他条件付取引
拘束条件付取引
優越的地位の濫用
競争者に対する取引妨害
競争会社に対する内部干渉
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日本では、優越的地位の濫用につき、独占禁止法を改正し法文中に要件を明確する規定を置く
他に、法改正前からある公正取引委員会が出した不公正な取引方法一般指定にも規定されている。
さらに、公正取引委員会は優越的地位の濫用に関するガイドラインを示している。他方イランで
は、優先的地位の濫用につき、競争法の中で規定している。
また、下請代金の支払いにおいては優越的地位の濫用により支払代金の遅延があり得るため、
日本は格別に下請法を立法して、受領拒絶、不当返品、支払遅延、不当減額から下請業者を保護
しているが、イランは立法していない。
不公正な取引方法について、イランにはガイドラインがないことから日本より画一的な処理が
なされることが予想されるが、該当行為については厳しい法適用があり得る。
日本の独占禁止法の優越的地位の濫用に関する規定は以下のとおりである。
日本独占禁止法第 2 条第 9 項第 5 号
自己の取引上の地位が相手方に優越していることを利用して、正常な商慣習に照らして不当に、次の各号の何れ
かの行為をすること。
イ 継続して取引する相手方に対し、当該取引にかかる商品又は役務以外の商品又は役務を購入させること。
ロ 継続して取引する相手方に対し、自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
ハ 取引の相手方からの取引にかかる商品の受領を拒み、取引の相手方から取引にかかる商品を受領した後当該
商品を当該取引の相手方に引き取らせ、取引の相手方に対して取引の対価の支払を遅らせ、若しくはその額を減
じ、その他取引の相手方に不利益となるように取引の条件を設定し、若しくは変更し、又は取引を実施すること。
（受領拒絶、不当返品、支払遅延、不当減額を規定する。
）

15.4.2. イランにおける不公正な取引方法
競争を妨げる不公正な取引方法は、単独でする不公正取引であるので合意は不要である。不公
正な取引方法として、イラン競争法第 45 条は以下を禁止している。
① 取引拒絶
・単独ないしは共同で取引拒絶をしたり取引量を制限したりすること
・取引相手に自社とのライバル企業との取引を禁止したり制限したりすること
（日本での排他条件付取引に該当する。
）

・人工的に財・サービスの値段を上げるために、直接・間接的に、財を隠匿・廃棄したり、
販売を拒否したり、サービスの提供を拒否したりすること
② 差別対価
・同条件なのに複数の取引者の間で対価差別をすること
③ 取引条件差別
・取引条件の差別をすること
（日本では、事業者単独のみならず、事業者団体の内部若しくは共同行為においてある事業者を不当
に差別的に取り扱い、その事業者の事業活動を困難にさせることも不公正な取引方法にあたるが、イ
ランでは事業者団体による場合は共同の取引拒絶が違法となるのみである。
）

④ 攻撃的な対価の設定
・ダンピング販売をして、他の事業者が甚大な損害を被るようにしたり、ライバルが市場
に入れないようにしたりすること
・贈与、賞品・賞金、割引ないし同等なことをして他の事業者に甚大な損害が出るように
すること
（日本での不当な利益による顧客誘引に該当する。日本にある不当な高値買入れはイランにはない。
）

なお、甚大な損害については競争委員会が決める。
⑤ 誤解させる行為（口頭、文書、実際に行なうものを含む）
・ある一定量においてあり得ない品質、程度、性質、モデル、標準を示し、ライバル企業
の財・サービスが低い質のものであるかのように示す行為
・修理品、古い物、中古品を新品として示す行為
・財のアフターサービス、交換保証、メインテナンス、修理において、現実にはしていな
いにもかかわらず虚偽の行為をすること、またそのような虚偽の行為を継続すること
・価格で顧客を騙すこと
（日本での欺瞞的顧客取引に該当する。
）
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⑥ 購入の強制
・ある財・サービスを売る際に他の財・サービスの購入を条件付けること、ないしある財・
サービスを買う際に他の財・サービスの売ることを条件付けること
・取引相手が第三者と取引する際に、他の財・サービスを供給させることと関連付けるこ
と66
・取引相手がライバル企業と取引しないことを条件にして取引すること
（日本の抱合販売等、拘束条件付取引に該当する。
）

⑦ 水準以下の財・サービスの供給
・財・サービスの基準が強制的に決まっている際に、その基準以下の品質で供給すること
（基準には、適用基準、コンビネーション、品質、内容、デザイン、製造、完成、包装
がある）
（日本の不公正な取引方法にはなく、不正競争防止法での不正競争行為の一類型である「商品・サー
ビスの品質・原産地等の誤認を惹起する表示」に該当するか、家庭用品品質表示法その他の品質表示
に関する法令に反することになる。
）

⑧ 他社への内部干渉、ライバル企業との取引
・ライバル企業の利益に反するように、議決権行使、株式譲渡、秘密情報の漏洩、取引へ
の介入をすること、ないしそのような方法を使うように株主、取締役、スタッフに働き
かけたり説得したりすること
（日本の競争会社に対する内部干渉、競争者に対する取引妨害に該当する。ライバル会社への内部干
渉では、日本では株主又は役員への働きかけだけであるが、イランでは株主、役員のみならずスタッ
フへの働きかけも違反となる点に留意が必要である。
）

⑨ 以下の行為における経済的に優越的な地位の濫用
・一般的な方法ではない形で財・サービスの価格を決定、維持、変更すること
・不公正な契約条件を課すこと
・市場価格を上げるか下げるかするために、供給を制限したり、需要を制限したりするこ
と
・ライバルが参入できないような障害を設けたり、ライバル会社を特定の業務から排除し
たりすること
・通常の商業取引では使われないような条件での契約を締結することを条件付けたり、そ
のような条項を受け入れることを条件としたりすること
・競争を阻害するような株式・持ち分の所有
（日本での優越的地位の濫用に関する規定とかなり異なる。日本では、継続的取引先に対して、継続
取引財・サービス以外の財・サービスの購入強制させることと、経済上の利益提供させることが違反
となる。取引先全般に対し、受領拒絶、不当返品、支払遅延、不当減額をすることの 4 類型がある。
イランでは、継続的取引先であるかそうでないかを問わず、かつ契約条件について規制している。優
越的地位の濫用では契約条件の規定如何を問わず、契約の履行過程の実際の取引で優越的地位の濫用
行為が行われることが多い。イランの規定の対象行為は幅広いので、適用される行為は日本より広い
とも考えられるが、契約時点での条件しかみておらず、実際の契約履行過程での濫用行為を規制する
という意味では日本より適用範囲は狭いともいえると思われる。実際の摘発と処罰においてどのよう
な違いがあるのかが問題となる。
）

⑩ 再販売価格の制限
・買い手が予め決まった価格を受け入れることを条件としたり、買い手が価格を決める権
限に制限を加えることを条件に財・サービスを供給したりすること
・買い手（卸売）にその（小売に）販売する特定の財・サービス価格を維持することを条
件としたり、買い手（卸売）が価格を決める権限を制限することを条件に財・サービス
を供給したりすること
（日本の独占禁止法第 2 条第 9 項第 4 号「イ 相手方に対しその販売する当該商品の販売価格を定め
てこれを維持させることその他相手方の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束すること」、「ロ 相
手方の販売する当該商品を購入する事業者の当該商品の販売価格を定めて相手方をして当該事業者に

66

2009 年イラン顧客保護法（Customer’s Right Protection Law）第 3 条 Note 1 は、
「他の財・サービスと抱合
せにしてある財・サービスを売ることを強制することは禁止される。
」と規定する。例えば、エレベーター保守サ
ービス契約と抱合せにしない限りエレベーターを売らないとの販売条件は、本競争法違反になると同時に顧客保
護法にも違反することになる。
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これを維持させることその他相手方をして当該事業者の当該商品の販売価格の自由な決定を拘束させ
ること」に該当する。
）

⑪ 違法な秘密情報の取得等
・違法な秘密情報の取得、公表前の当局の情報の取得、自らの地位を使って自己・第三者
のために動くこと
（日本では営業秘密の保護は不正競争防止法で規定しているが、イランでは競争法で規定している。
日本の営業秘密より広く、商業情報、技術情報のみならず財務情報も保護されると思われる。）

本規定に違反した者は、競争法第 75 条の処罰規定により、6 ヶ月～2 年の懲役と 4,000 万リア
ル～4 億リアルの罰金が両科され得る。また、情報開示による損害賠償責任も負う。

15.5.

支配的私的独占禁止（いわゆる合併規制）

15.5.1. 支配的私的独占の禁止
支配的私的独占の禁止規定としては、役員と社員の兼職禁止（競争法第 46 条）、市場競争を歪
めることになる株式取得の禁止（同法第 47 条）と合併規制（同法第 48 条）がある。
15.5.2. 兼職の禁止
役員や社員が、1 つ又は複数の市場の競争制限のために他社の役員や社員を兼務することは禁
止される（同法第 46 条）
。
同法の英訳は、
「ある会社の directors, advisors or staff は、市場競争を歪めるような関連
他社の同様の職位（position）ないし同様の職務（profession）を兼務してはならない。
」と規定
する。会社の“advisor”とは何かが問題となる。商法の一部を改正する法律による株式会社法（株
式会社法）に規定する会社の機関として、監査役（inspector）はあっても advisor はないので、
監査役（inspector）の兼職禁止を規定していると考えておく。しかし、会社と契約をしている
advisor はライバル会社の役員、従業員、advisor になってはならない、との趣旨であると考えら
れる余地はある。社外のアドバイザーを差し置いて、社内の監査役（inspector）につき兼職禁止
を規定しないのはおかしいので、本規定は監査役の兼職禁止であると考えておく。
日本の独占禁止法第 13 条は、会社の役員又は従業員は、他社の役員の兼職により、競争を実質
的に制限することとなる場合、兼職は禁止される旨を規定し、そのような取引を強制する不公正
な取引方法をしてはならないと規定する。一方イランの規定では、役員ないし従業員が兼職先の
従業員であることも禁止されているので、日本の規定よりより厳しい規定となっている。ただし、
日本の規定でも不公正な取引方法の強制では役員が兼職先の従業員を兼職することを禁止する規
定を置いている。
15.5.3. 市場競争を歪めることになる株式取得の禁止
市場競争を歪めることになる株式取得は禁止される（競争法第 47 条）
。
同法第 49 条は、何が市場競争を歪めることになる株式取得かについて、競争委員会に相談すれ
ば 1 ヶ月以内に競争委員会が判断する、と規定する。競争委員会の裁量が大きいことがわかる。
同条 Note は、株式取得が許される 3 種のケースを規定している。
①
②

③

証券ブローカーないし債券売買業者が、株式ないし資本持分を持つ場合で、その議決権を競争制限のた
めに行使しない限り、株式取得は認められる。
担保目的のための株式ないし出資持分取得で、議決権を行使しない場合は、株式取得は認められる。こ
の規定は、株式質権者は抵当権者であるので共益権である議決権行使の権利はないということをいって
いると思われる。ただし日本でも質権者には自益権があるので、被担保債権の不払いが生じれば代位行
使により配当を受け取れる。イランでは株式への抵当権設定は登録質でしか認めず譲渡担保の方法で行
ってはならないということまで意味しているかは不明である。譲渡担保権者は株式の名義書換の権利を
持つので、共益権である議決権の行使もできるはずだからである。
非常事態の場合は、競争委員会に株式取得してから 1 ヶ月以内に通知して、競争委員会の認めた所有期
間の範囲内で競争制限になる株式を取得することができる。買収したら買収先企業の子会社がライバル
企業だったといった事態が考えられるかもしれない。
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15.5.4. 合併規制
企業結合の禁止として以下 4 種の買収は禁止される（競争法第 48 条）
。
①
②
③
④

競争を妨げる不公正な取引方法を生むことになる買収
買収により価格が不自然に上がる結果を招く買収
市場が極度に集中してしまう買収。何が極度な集中にあたるかは競争委員会が決める。
買収により市場独占的な会社ないしは市場を支配するような会社を生む買収

同法第 49 条 Note1 は、会社が操業を中止することを避けるためか、技術ノウハウにアクセスす
るために買収する他ない場合は、たとえ、上記③④の市場集中ないし市場支配的な会社が生まれ
たとしても違法ではない、と規定する。
買収禁止となる買収かについて競争委員会に相談すると、競争委員会は相談を受けてから 1 ヶ
月で判断を示す（同法第 49 条）
。
合併規制は非常に漠然とした規定で、競争委員会の裁量が大きいことになる。

15.6.

競争委員会

15.6.1. 競争委員会の組織
競争委員会の委員は、以下の 15 人で構成される（競争法第 53 条）
。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

国会に指名された国会議員の代行者 3 名
最高裁判事 2 名
経済財務省が推薦し大統領が指名するエコノミスト（うち 1 名が競争委員会委員長となる）
法務省が推薦し大統領が指名した経済的な権利に詳しい法律家 1 名
産業鉱業商業省が推薦し大統領が指名する商業取引の専門家 2 名
産業の専門家 1 名
インフラ・サービスの専門家 1 名
金融専門家 1 名
産業鉱業商業会議所指名の人物 1 名
協同組合会議所指名の者 1 名

2名

15.6.2. 競争委員会の独立行政委員会としての権限
競争委員会は、独立行政委員会である（競争法第 54 条）。中央競争委員会が事務局となり、経
済財務省の推薦により内閣により組織される。委員の任期は 6 年で、再任はない。判事出身の委
員の任期は 2 年で、再任は 1 回できる。委員長のみ専任で、他の委員は他の職を兼務して良い。
委員会並びに事務局の違反行為は行政行為の違反に関する法律として取り扱われる。
競争委員会の権限と独立性の保証については、同法第 56 条、第 60 条が規定する。以下に概要
を示す。
競争委員会は、立ち入り（inspection）、調査する（research）全権限を持つ（同法第 60 条）
。
会社への立入権限では、競争法違反を調べるために本社、工場への立ち入り、文書の差押え押収
といった捜査権限のほか、総会の参加のような行為もできる（同法第 60 条 a）
。調査権限には、
査問（証人が必要）
、報告要求、専門家コメントができる（同法第 60 条 b）
。競争委員会による立
入り、調査を妨害した者は、裁判所により 500 万リアル～2,000 万リアルの罰金が科される。継
続的な妨害に対しては 100 万リアルの罰金が加算される（同法第 78 条）。
競争委員会による決定は、取消命令、変更命令、差止命令、利益の没収命令、定款・取締役会・
株主総会決定の変更命令（公的セクターに属する会社については政府に対し定款変更の提案をす
る）
、独占状況を求めた場合には価格の範囲を決定して供給義務を課す命令等がある。単独で競争
を妨げる行為（同法第 45 条違反行為）については 1,000 万リアル～10 億リアルの罰金を科す（同
法第 61 条）
。カルテル等の場合の違反部分の個々の企業についての負担は、経済財務省、産業鉱
業商業省、法務省の共同提案により内閣が決定する（同条末尾）
。当該決定については 20 日（海
外にいる者に対しては 2 ヶ月）間、決定により利益を得る者のレビュー期間があり、その後、最
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終決定となる（同法第 63 条）
。
再審請求の仕方については同法第 64 条で規定されている。再審は、最高裁判事、経済専門家そ
の他により構成され、競争委員会が同法第 61 条により下した決定を覆すことができる権限を持つ。
決定から 1 年間の間に競争法違反で損失を被った者は裁判所に損害賠償を請求できる。その際、
裁判所は決定を証拠とできる（同法第 66 条）
。競争法違反により公益が害された場合、競争委員
会は原告として裁判所に訴えることができる（同法第 67 条）
。決定、再審による決定は民事執行
局により執行される（同法第 70 条）
。イランでは、行政罰以外の刑法罰、民事損害賠償は裁判所
の所轄となる。
また、法人処罰の規定もある（同法第 79 条）。法人と法人の取締役は、自然人に対する刑法に
よる処罰を受ける（同条 I）。社員の過ちにより法人が罪を犯した場合、取締役と実際に過ちをし
た社員が刑法による処罰を受ける（同法第 79 条 II）
。取締役ないし社員が知らないで違反を犯し
た場合ないし違反をしないように最善の努力をした場合、若しくは知った違反事実を直ちに競争
委員会が関係機関に通知した場合、個人の処罰は免れる（同法第 79 条 III）
。この後段の規定は、
リニエンシー制度を個人に適用した規定であるといえる。罰金は物価上昇で 3 年ごとに見直され
る。見直しは競争委員会の提案により内閣が決定する（同法第 84 条）
。

15.7.

競争法の運用

競争法の運用が実際にどのようになっているかは不明である。しかし、競争法の内容自体は先
進国の競争法が規定している内容と大きな相異はない。個々の不公正な取引方法、カルテル規制、
営業秘密の保護、合併規制で本競争法を実際に使う他に、イラン外国投資促進保護法（FIPPA）施
行令は、外資による市場の上限を産業大分類で 25％、産業小分類で 35％と規定している。その運
用をみていく際には、本競争委員会による合併規制と株式取得による市場支配に関する裁量の仕
方と運用方法をフォローしていくことが役立つと思われる。

15.8.

顧客保護法

15.8.1. 顧客保護法違反行為
イランでは、顧客保護法という法律が 2009 年 7 月 15 日付で立法されている。買い手となる者
であれば消費者のみならず生産者・流通業者も保護する法律であり、消費者保護法、製造物責任
法及び製品品質法的な性格を持っている。全 22 条の短い法律であるが企業活動に影響を与え得る
ので以下で紹介する。
イランでは、財・サービスの提供者（売り手）は提供した財・サービスが安全で健康に悪影響
を与えないことについて、取引条項内容ないし民法等制定法の該当取引に関する条文に従った責
任を負う（同法第 2 条）
。同条は、売り手は取引条項と取引状況に沿った条件に従った財・サービ
スを提供する義務があるとして、条件に従わない場合を、条件に誇大な部分がある場合（great
package）と、②条件に過少な部分がある場合（slight package）とを分けて、買い手の権利と売
り手の義務を以下のように規定している。
①

②

取引条項が誇大な内容を含んでいる場合
特定の状況において財に要求される条件を満たしていない場合、買い手は当該取引につきクレームする
権利を持ち、売り手は条件を満たすことを保証しなければならない。
取引条項が過少な内容を含んでいる場合
買い手は契約を取り消すか、財ないし財の価格についてクレームすることができ、売り手は財の価格相
当分を支払う義務がある。買い手が取り消した場合、売り手は如何なる補償をする義務もない。

なお、同法第 2 条 Note によると、損害が品質の違いないし低品質であることにより生じ、売り
手がその事実を知っていた場合は、売り手は損害を補償するのみならず、法律による罰則の対象
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となる。当該行為が他の刑法違反を引き起こす場合、売り手は当該刑法犯にも問われる。
また、イランでは、財・サービスの提供者と生産者の取引に際し、対象財・サービスの特定・
価格・量・取引日を記載した取引契約書に取引の保証内容と保証の種類を示さなければならない
とされている。また、種類、品質、量、使用に際しての前提条件、取引日と取引条件の有効期限
に関する情報を示さなければならない。財のサンプルは顧客に示されなければならないが、サン
プルがない場合は完全な財に関する情報を示す必要がある（同法第 3 条）。同条 Note 1 が、
「他の
財・サービスと抱合せにしてある財・サービスを売ることを強制することは禁止される。
」と規定
し、競争法で規定する購入強制にあたることは、既に述べたとおりであるが（上記 15.4.2「イラ
ンにおける不公正な取引方法」参照）
、同条 Note 3、4 では、保証内容を取引契約書に示さなくて
も当該財・サービスは最高の価値を持つと見なされる財・サービスについてのリストは、商業省
（現・産業鉱業商業省）が本法立法より 4 ヶ月以内に示す、また、別途医薬品、内視鏡を含む医
療機器についてのリストも産業鉱業商業省が示す、とされている（これらのリストは現在存在し
ているはずである）
。本法には「一定の財の提供者（生産者と輸入者を含む）は公認の修理店に権
限を与え、補修品の提供とその他アフターサービスの提供を保証しなければならない。一定の財
には、乗用車・貨物車を含む機械のような資本財、産業用・農業用車両、道路建設機械、住宅用
機器、音声・視覚・通信機能を備えた電気機器・電子機器がある。」との規定（第 4 条）もあり、
これらのリストに掲載される財ないし特定された財について、品質が問題となったり、アフター
サービス網がないことで国内での不満が多いのだろうと思われる。
その他、財については値段を示すラベルを財に添付し、サービスについてはサービスの提供箇
所に価格を明示することが求められ（同法第 5 条）
、会社、銀行、政府組織を含む本法が対象とす
る財・サービスを提供する全ての組織は、顧客に対しその業務の遂行について必要な全ての情報
を出し又はサービスについて示すことが求められる（同法第 6 条）。また、真実と異なる広告で顧
客をミスリードすることは禁止され（同法第 7 条）、財・サービスの供給者が財の品質を下げたり、
量を減らしたり、量ないし質で混同を生じさせ価格を上げたりすることは犯罪である旨が規定さ
れている（同法第 8 条）
。
15.8.2. 顧客保護協会と顧客保護のための監視と罰則
顧客権利保護の政策と保護法の実行のために、顧客保護協会（National association of
Customer’s right protection）が、州単位、国家単位で組織される（顧客保護法第 9 条）
。国家
顧客保護協会は、商業大臣（現・産業鉱業商業大臣）を協会長とし、以下の者により 2 年の任期
で構成される、政治・経済・利益活動をしない組織である（同法第 10 条、第 11 条）。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩

法務大臣ないし次官
内務大臣ないし次官
国会議員 2 名
顧客権利・生産者権利保護組織の長（委員会事務局長）
標準化・産業研究組織（standard and industrial research institute）の長
生産者組織（assembly of production affairs）が紹介した専門家
流通者組織（assembly of distoribution affairs）が紹介した専門家
内務大臣が指名した 3 名の市政府のメンバー
最高裁判所の指名した者
法律家協会（lawyers institute）の長

顧客保護協会の権限と義務は、顧客の権利についての広報、顧客の権利の実行に関する規則に
ついての関係組織との相談と協力、顧客からのクレームの受け付け・相談結果の提示と法律サー
ビス、必要に応じた関係組織に対する具体的ケースの紹介、である（同法第 12 条）。
協会運営費は、顧客の権利を奪っていると非難された者の支払う罰金の 5％を超えない範囲の
手数料と、顧客の権利を保護する国際的な組織と公的な組織による支援金（当該支援金の 10％以
上は広報出版活動費に使用される）により賄われる（同法第 13 条）。
所轄の顧客保護協会は、個人ないし法人が所轄の顧客保護協会になした顧客権利が保護されて
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いないとのクレームを調査し、法律違反を発見した場合は、違反者に罰則を受けさせるべく政府
の所轄官庁に告発する
（同法第 14 条）
。
産業鉱業商業省は、
顧客保護監視員（relevant organization
inspectors）による監視と監督をし、違反者を罰するべく政府機関に報告する（同法第 15 条）
。
顧客保護協会がこの監視員に該当するのかについては明示されておらず、該当しないと思われる。
顧客保護協会は「告発する（send）」のに対し、産業鉱業商業省は「報告する（report）」と異な
る用語を使っているためである。
顧客に与えた所得への損害に対する責任は、行政的な審判（administrant referee）により確
認され、法人ないし自然人が顧客に与えた所得への損害と判断されると、外国企業が与えた損害
は本社のみならず、イランにある支店ないし権限を与えた組織もまた損害を補償する義務を負う。
損害補償をする義務が法人にある場合は法人財産から填補され、本損害填補は、当該法人の社長
ないし法人が受ける刑罰とは別である（同法第 16 条）。
提供された財・サービスに欠陥があり顧客に損害を与えた場合、損害を与えた者は、損害を填
補しかつ損害額の 4 倍を限度とする罰金を支払う（同法第 18 条）
。
財・サービスの提供者と生産者が、同法第 3-8 条に該当する違反行為を行い顧客に損害を与え
た場合、損害を填補しかつ損害額の 2 倍を限度とする罰金を支払う（同法第 19 条）
。なお、財・
サービスの提供者が買い手に対して負うべき責任を放棄するか、遅らせるか、負うべき責任行為
自体をしない場合、提供者は負うべき責任を停止し損害が生じた場合はその損害を填補する義務
を負うとされている（同法第 19 条 Note）。これは契約締結上の過失を認める趣旨の規定であると
思われるので、留意する必要がある。
「契約締結上の過失」とは、契約交渉を途中で不当に破棄し
た場合や、不当な内容の契約（不実表示、不十分な説明での不当な勧誘）だった場合に、信義則
違反の損害賠償義務を負うとの考えである。契約責任では履行利益の賠償であるが、契約責任で
はないので信頼利益の賠償に限られる。
行政審判員（advisable refrees）は、法律上の罰則を満たすのみならず、生産者と売り手に対
し、販売した財を修理し提供したサービスを正しくやり直させることもできる（同法第 20 条）
。
本法を施行するためのマニュアルは産業鉱業商業省と法務省により、本法立法後 3 ヶ月以内に
作成され内閣が承認するとの規定があるので（同法第 20 条）
、既にマニュアルは存在しているは
ずである。
顧客保護法では、通常の民法での契約原則を財・サービスの受け手に有利に改正している。財・
サービスの供給者となることが多い日本企業のイランビジネスにあたり、留意すべき法律である
と思われる。
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参考資料
※本資料はイランにおけるビジネス関連法に関する情報提供のみを目的として作成されたもので
あり、特定の取引の勧誘・取次等を強制するものではありません。
本資料は、ペルシア語の原文を、JICA プロジェクトを通じて英訳を実施しておりますが、その
正確性・確実性を保証するものではありません。本資料のご利用に際しては、貴社ご自身の判
断にてなされますよう、また必要な場合は、弁護士等にご相談のうえお取扱いくださいますよ
うお願い申し上げます。
本情報を利用することで生じた如何なるトラブル、損失、損害に対しても、JICA は一切責任を
負いません。また、予告なしの情報更新によって生じた如何なるトラブル、損失、損害に対し
ても、JICA は一切責任を負いません。
・競争力のある生産をするための障害を除去し金融システムを促進する法律（The Law for
Removing Obstacles to Competitive Production and Promoting the Country’s Financial
System）
・外資が銀行業に参入する場合についての規定（Regulations related to the participation of
foreigners in investment in banks）
－Depreciation table referred to in Article 151 of direct taxes (approved on 16/02/2002)
with the approval of the Minister of Economy and Finance has been sent to become
operational.
－Amortization table referred to in Article 151 of direct tax reform law enacted on
February 16, 2002

The Law for Removing Obstacles to Competitive Production
Country’s Financial System
c.

Article 1- The Government has the duty to:
a. Prepare the “Chart of Debts and Demands
of the Government and Governmental
Companies” in three categories as
described below within six months after
the date of enforcement of this law, and
submit it to the Islamic Parliament’s
Economic Commission and Planning,
Budgeting and Calculation Commission:
First category: Debts and demands of the
private legal and cooperative personalities,
separately for each personality;
Second category: Debts and demands of
the non-governmental public authorities
and institutes, separately for each
institute;
Third category: Debts and demands of the
banks and credit institutes, separately for
each bank
b. The mentioned chart should be updated
every three months and submitted to the
mentioned commissions.
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and Promoting the

From 1394 on (2015), the Government is
supposed to submit the chart of certain
debts and demands and government
liabilities to the private and cooperative
legal personalities, non-governmental
public institutes, and banks and credit
institutes and their liabilities to the
government which are approved by the
National Audit Organization to the Islamic
Parliament simultaneously with
submission of Budget Bill.
Amendment: A separate unit would be
established in the Ministry of Economic
Affairs and Finance from the beginning of
1395 (2016) for the purpose of
implementation of the contents of
paragraphs (b) and (c). This unit is
supposed to collect and record a summary
of the Government’s demands, debts and
liabilities and prepare seasonal and
annual reports in order to be submitted to
the President and the Islamic Parliament.
The annual reports should be approved by

the National Audit Organization. The
National Management and Planning
Organization is bound to modify the
organizational structure of the Ministry of
Economic Affairs and Finance following
the proposal of this ministry and by
compliance with the related regulations.
The Duty Description of this unit is
commonly prepared and announced by
the Ministry of Economic Affairs and
Finance and the National Management
and Planning Organization. The National
Management and Planning Organization is
bound to supply the required human
forces of this unit from the existing forces
inside the government and the required
credit from the credit of National Annual
Budget Operation Plan.
The administration Code of this article
would be passed by the Cabinet Board
following the proposal of the Ministry of
Economic Affairs and Finance within two
months after the announcement of this
law.

margin of the certain demands of the
private and cooperative legal and natural
personalities from the Government and
governmental institutes, and their certain
debts to the Government. These papers
can be exchanged in the secondary
market. The administration code of how
to distribute the Sukuk Rent Paper, their
benefit payback, and their security by the
Government or governmental institutes,
would be passed by the Cabinet Board
following the proposal of the National
Management and Planning Organization,
Ministry of Economic Affairs and Finance
and the Central Bank of Islamic Republic
of Iran within 3 months after the
announcement of this law.
The Sukuk Rent Papers of this law are the
real (transferrable) securities that show
the joint ownership of the holder in the
interests of the rented item.
c. To barter governmental demands from the
private or cooperative legal and natural
personalities with their debts to the governmental
institutes if the mentioned personalities have such
a request. The governmental institute that takes
the place of debtor in such a way must settle the
cleared debt fee into the account of the public
incomes of the National Treasury.
Contents of this paragraph are implementable by
compliance with part (2) of paragraph (j) of the
General Policies of Article 44 of the Constitution
Law.

Article 2- The Government is supposed to:
a.
Clear their certain debts to the
private and cooperative legal personalities
and natural personalities which are made
in the frame work of the related
regulations till the end of 1392 (2013), in
return of certain demands of the
Government (ministries and
governmental institutes) from the above
mentioned personalities maximum six
months after announcement of this law.
For this purpose, the Ministry of Economic
Affairs and Finance issues some
commitment documents called “Treasury
Clearance Paper” for the creditor and
debtor private or cooperative legal and
natural personalities. These documents
are only utilized for clearance of the debt
of these personalities to the Government.
The total fee of the treasury clearance
which are issued for the creditors based
on this article are recorded in annual
budgets in total expenditure method.
b. Annual publish of “Sukuk Rent
Paper” in the annual Budget Bill equal to

Amendment 1-The Government is allowed to
enforce the three commandments of this article
for the personalities, non-governmental public
institutes and organizations and the banks.
Amendment 2- The Priority goes to paying the
demands and liabilities of the veterans, war
wounded, war captives and martyrs families
and enforcement of the contents of
commentary law of article (13) of the Law of
Supporting the War Captives, passed on
rd
1389.12.04 (February 23 2011). This payment
shall be done from the resources made by
conveyance of the Government’s properties,
except for the conveyances under the law for
enforcement of general Policies of Article 44 of
the Constitution Law. This payment shall be

124

approved by the Accountability Section of the
Foundation of Martyrs and Veterans Affairs.

these organizations is bound to naming the
organizations.

Article 3- Until the end of 1395 (March 2017),
the Government is allowed to seize the
administrative operation of receiving the
Government claims (ministries and
governmental institutes) –the clearable debt
amount that is passed by the Cabinet in the
administrative code proposed by the Ministry of
Economic Affairs and Finance- for the cases
that meet the conditions of Article (2) of this law,
and lift the abroad travel restriction of the
managers of debtor personalities with regard to
the maximum limit of the mentioned debt fee.
Amendment: The Social Security Organization is
bound to avoid putting foreign travel ban for the
employers and confiscation of production
equipment and machineries and materials until the
end of 1395.

Article 6- Following the proposal of the Ministry
of Economic Affairs and Finance and by
sanction of the Cabinet, the debts of
governmental companies or parent companies
would be transferred to the Government’s
debts and will be cleared according to article
(1) of this law or from the approved credits in
the annual budget laws, if:
- The National Audit Organization approves that
the debts of the governmental companies are
due to legal liabilities, and based on the law
the Government is allowed to guarantee the
payback,
The parent companies receive facilities for
administration of their investment plans and
projects, then after a while their shares are
conveyed in form of properties within the
frame work of the related regulations without
transferring their debts to the newly
established company.

Article 4- The Government is allowed to use the
annual budgets in order to support the licensed
production units that have operation licenses,
up to 50% of their research or environmental
improvement costs which have made them
capable of getting royalty of production or
service or invention registration from the
domestic or international qualified authorities.
The administrative code of this article would be
passed by the Cabinet within three months
after the announcement of this law and
following the proposal of the Ministry of
Economic Affairs and Finance, Ministry of
Industries, Mines and Commerce, and Ministry
of Agriculture.

The Government assets in the related parent
companies would be increased equal to the
value of their transferred debts to the
Government.
The Ministry of Economic Affairs and Finance
will send the reports of enforcement of this
article every six months to the Planning,
Budgeting and Accountability Commission of
the Islamic Parliament and to the Supreme
Audit Court of Iran.
Article 71- In case of need, the National Management
and Planning Organization is permitted to
make the necessary arrangements with the
ministries and governmental companies and
institutes and procure the goods and services
provided by implementation of the plans,
projects and activities which were conveyed
to the non-governmental sector within the
mentioned period in the tender or bid, up to
the cost price by signing contracts with them,
and if this organization doesn’t need to buy
the items and services, it may let the
non-governmental sector to do sales or
exploitation activities inside or outside the
country.

Article 5- The Industrial Development and
Renovation Organization of Iran, Iranian Mines
and Mining Industries Development and
Renovation Organization (IMIDRO), Iran Small
Industries and Industrial Parks Organization
(ISIPO), Agriculture Parks Company, and the
related petrochem development organization in
the Oil Ministry are founded based on the law
and by compliance with the Law of
administration of General Policies of Article 44
of Constitution. They are handled according to
their own statute and they are excluded from
the Civil Services Management Law and
National Accountability Act, unless when they
use public budgets. Extension of these laws to
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2- In case the conveyed plans, projects and
activities lack economic justification and they
need financial support, the required financial
support should be mentioned in the tender or
bid.
3- It is necessary to maintain competitive
conditions and to hold public bid for the
buyers of the plans, projects and activities,
and to hold public tenders for the vendors of
the goods or services provided by
implementation of the plans, projects and
activities.

b.

Following the joint proposal of the National
Management and Planning Organization and
Ministry of Economic Affairs and Finance, the
administrative code of this article would be
passed by the Cabinet within two months after
the announcement of this law.
Article 8- The Government is bound to support
the establishment and reinforcement of the
domestic commercial brands, industrial
products and export clusters. Within three
months after the passage date of this law, the
Ministry of Industries, Mines and Commerce is
bound to prepare the code of promotion of
goods and services by cooperation of IRIB
(Radio & TV), Ministry of Agriculture, Ministry of
Communications and Information Technology,
Ministry of Culture and Islamic Guidance and
Ministry of Interior and get it passed by the
Cabinet. This Code would follow these goals:
1- Enhancing the competitiveness of the
domestic goods
2- Promotion of the culture of domestic
goods consumption
3- Promotion of healthy nutrition
4- Prevention of tendency to luxury
5- Appreciation of the best manufacturers,
exporters and the top brands
6- Restriction of promotion of foreign goods

Iranian contractors in cash, by installment,
or scheduled lump sum methods, based
on a code proposed by the Ministry of
Economic Affairs and Finance, Ministry of
Industries and Mines and Commerce, and
National Management and Planning
Organization, passed by the Cabinet
maximum until two months after
announcement of this law.
In case of request for installment payback
or scheduled lump sum payment, for the
periods of more than three months, the
above mentioned authorities are allowed
to add an amount equal to the interest
rate of bank facilities to the cash amount
of debt (regarding the duration of
installment and the lump sum payment).
This is not true for the public incomes and
some other cases which are cleared based
on their own related regulations.

Article 10- The administrative authorities that
are subject of article (5) of the Civil
Management Law and article (5) of National
Accountability Act, and the Government
subordinate profit institutions or companies, or
the authorities which need to be clearly named
in order to become liable to the statement of
law, in case of having legal permissions or
clarification in their contracts , they are able to
cancel, change or retroact the contracts,
commitments,
agreements,
conveyances,
and the issued legal permissions. Otherwise,
the above mentioned actions are bound to
satisfaction of the stakeholders.
Article 11- Following the agreement of the
National
Management
and
Planning
Organization, the Administrative authorities in
charge of capital asset acquisition plans that
have budget lines in the annual budget laws,
are allowed to procure the required items for
their plans which are to be handed over to the
contractors up to 30% of the approved credit of
their plan, in non-cash or installment methods,
as a part of employer’s share.
The accrued benefit of procurement of these
items which is mentioned in the contract by
compliance with the regulations would be paid
by the employer. Following the proposal of the
National
Management
and
Planning
Organization, the administrative code of this
article would be passed by the Cabinet until
three months after the announcement of this
law.

Article 9- All the authorities which are the
subject of article (5) of Civil Management Law
and article (5) of National Accountability Act
and the authorities that have budget lines in the
annual budget laws are bound to:
a. In case of request of the applicants of the
private or cooperative sectors, receive the
claimed debt regarding the sale of
products or providing services or issuance
of permission with value of more than 1
billion Rials, from the investors,
manufacturers exporters, importers and
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Article 12- All the ministries, especially Ministry
of Oil and Ministry of Energy and their
subordinate companies, the governmental
organizations and institutions, and all the
authorities that have budget lines in the
national budget laws are allowed annually to
make contracts with domestic or foreign legal
or natural personalities, with priority of private
or cooperative sectors, up to one hundred
billion dollars with foreign currencies, and up to
five hundred thousand billion Rials which is
every year modified up to the limit of previous
year’s inflation rate. These contracts are made
in the mentioned fields in this article and they
lead to the investment or activity of the
domestic or foreign legal or natural
personalities. These contracts are in the fields
of production, export, quality improvement,
thrift and reducing the time and costs of
production of goods or providing services,
improvement of the environment or reducing
the loss and casualties. For oil, gas, gas
condensates, oil products, importable and
exportable goods or services with export or
import prices the contracts would be made with
up to date rate of currency in the free market or
the equivalent value in Rial by considering
government rights and legal taxes and other
accrued charges. For other fields the contracts
would be made with non-subsidized prices by
considering government rights and legal taxes
and other accrued charges.
The Government is bound to:
1- Buy the produced or thrifted goods or
services or the attained benefits or values
by utilization of the attained incomes,
thrifts, or benefits.
2- Pay the original value and benefit of the
investment, government rights, legal
taxes, and other accrued charges or
benefits of the mentioned activities in this
article to the above mentioned
authorities.

b.

If some part or the whole required resources for
parts (1) and (2) are going to be supplied from
the national budget, an agreement should be
made with the National Management and
Planning Organization, and the work should be
proceeded through the National Treasury.
Based on the contract or the issued permission,
the above mentioned personalities can sell,
exploit or use the produced or thrifted goods or
services and the attained benefits and values
from the investment or activities which were
made inside or outside the country.
a. Oil and gas plans such as increasing the
production capacity of crude oil, gas and

c.
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gas condensates, increasing the
production of petrochem products,
storage of crude oil, gas condensates and
natural gases from common reservoirs
into the separate reservoirs inside the
country, storage of gas during low
consumption seasons for the purpose of
consumption in high consumption
seasons, in situ conversion of oil, gas and
gas condensates into products or power,
injection of gas into domestic fields,
development of exports and transit and
swap of crude oil, gas condensates, gas
and oil products, preventing burn of gas
together with oil and gas condensates,
replacement of domestic or imported gas
with the related oil products, and all the
plans which lead to enhancement of
production or thrift in consumption of
crude oil, gas, gas condensates and oil
products.
Optimization plans of energy
consumption in different sectors including
energy sector, by priority of: high energy
consuming industries, public
transportation, urban or suburban
(intercity) rail transportation, construction
industries, development of consumption
of renewable energies, development of
consumption of CNG, LPG and liquefied
gas with priority of big cities and main
roads among the cities, manufacture of
new electric or low fuel consuming
vehicles and replacement of exhausted or
high fuel consuming vehicles with them,
reducing the costs of cargo and passenger
transportation, reducing the demurrage,
plans of rail, road, marine or air
transportation including the infrastructure
and the means of transportation, plans to
reduce glass house gases, development of
machineries and units in agriculture
sector.
Plans for establishment of high efficiency
power plants, enhancement of production
and thermal efficiency of the power
plants with priority of installing steam
sectors in the compound cycle power
plants including CHP, CCHP and small
scale generators (DG), development of

d.

e.

renewable energy consumption,
reduction of energy waste during
production and transmission, optimization
and thrift in power and energy
consumption, electrification of agriculture
wells with priority of using new energy
resources such as solar energy,
replacement of consumption of gas or oil
products with power in the zones that
have economic justification, increasing
the power export and transit, power
production from the gas and fuel waste in
the factories.
Plans for construction of dams, ports,
water and sewage plans, plans for
preventing the water salinity and quality
deterioration, desalination of water and
producing fresh water through different
methods with priority of thermal and
recycling methods, optimization and thrift
in water consumption by reducing the
waste during transfer and distribution of
it, control and exploitation of domestic, in
common possessed and borderline
waters, and waters flowing into the seas,
plans for hygienic collection and disposal
of sewage and all the plans which lead to
improvement of water quality and
reduction of water consumption, plans for
drainage of agricultural lands and new
irrigation methods, guarantee of buying
water or the giving permission of selling
water to the investors in fields including
drinking water, hygiene, industries,
agriculture and irrigation.
Other plans that lead to improvement of
the quality or quantity of goods, services,
or thrift and prevention of waste of time,
human resources, financial assets, and
environment.

Fund of Iran and the implementing banks are
bound to consider the technically and
economically justified plans mentioned in this
article as the priority for paying facilities in
foreign currencies and Rials.
Amendment 3- In cases that the investments or
activities of the above mentioned personalities
lead to the increase of public incomes or
reduction of public charges, the Government
would be in charge of payback of the original
value of investment along with the benefits of it,
Government rights and legal taxes and other
incurred charges according to the process
which is passed by the Economic Council.
The Oil Ministry must pay the related rights of
the investors or other agents according to the
resolution of the Economic Council from the
current or future incomes raise or reduction of
costs, by export or import prices (for fuel). In
other cases the relevant ministries and their
subordinate companies must pay the investor
or the agent and clear their debt by depositing
into the Government debtor account (National
Treasury). In cases that the mentioned
investment or the activities of this article lead to
reduction of incomes of the executive
authorities or the governmental companies, the
Government is bound to compensate the
equivalent value of the income reduction of the
executive authorities or the governmental
companies.
The statement of this amendment does not
include paragraphs (a) and (b) of article 82 of
the Law of Fifth Five Year Development Plan of
Islamic Republic of Iran.
Amendment 4- Payment of the Government
liabilities mentioned in paragraph (d) of this
article is made from the incomes of
administration of the plans in the annual budget
laws.
Amendment 5- Regarding the enforcement of
paragraphs of this article, the priority belongs to
the investors who accept crude oil, gas
condensates or oil products for clearance of
Government liabilities.
Amendment 6- The value of the thrifted fuel or
energy will be calculated and registered based
on the type and composition of the fuel during a
one year period before signing the contract and
based on the export or import prices.
Amendment 7- In case of need, the mentioned
ministries are allowed to buy the water, power,
gas, oil products, and other subsidized
produced or thrifted goods and services from
the non-governmental, private or cooperative
legal or natural personalities or other investors
in these fields. For fuel, the prices are by export
or import prices, and for other items it is by
non-subsidized
prices.
The
mentioned
ministries are also allowed to make

Amendment 1- For the plans that need the
commitment of the Government, their technical
and economic and environmental justification,
the administration schedule, the payback and
maximum limit of Government commitments
are passed by the Economic Council following
the proposal of the relevant ministry. The
Economic Council must study and issue the
results at most 1 month after their secretariat
receives the plans.
Amendment 2- The National Development
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2- Up to 3% lower than the price of
paragraph (1), for the purpose of
development of the existing refineries or
establishment of new refineries until 10
years after operation of them.
Amendment 3- For the purpose of encouraging
the foreign ships to supply their fuel or other
needs at Iranian ports, the Oil Ministry is
allowed to utilize encouraging tools and
preferential prices compared to the rivals.

investments in these fields for the purpose of
development of job opportunities and
implementation of capital asset acquisition
plans in each province and city. The investors
are allowed to sell the produced or thrifted
goods and services inside or outside the
country.
Amendment 8- For the purpose of reducing the
charges and encouraging the reduction of
consumption of subsidized goods and services,
following the approval of the Economic Council,
the mentioned ministries and their relevant or
subordinate companies are allowed to reduce
the charges of water, power, gas, oil products
and other subsidized goods and services for
the consumers who consume lower than the
determined limit, with regard to the season,
geographical zone, type of consumption and
consumers. These charges can be lowered to
the minimum price or even to zero charges.
The knowhow of implementation of this
amendment,
including
determining
the
consumption limit for different geographical
zones, type of consumption and consumers,
and amount and price of consumption would be
passed by the Economic Council within two
months after the announcement of this law
after the joint proposal of the National
Management and Planning Organization and
ministries of Economic Affairs and Finance, Oil,
Energy, Industries and Mines and Commerce,
and Agriculture Ministry.
The administrative code of this article will be
passed by the Cabinet at most three months
after the announcement of this law, by proposal
of National Management and Planning
Organization, Ministry of Economic Affairs and
Finance, Ministry of Oil and Ministry of Energy.

Article 14- For the purpose of facilitating the
general policies of article 44 of the Constitution,
and for the purpose of financial supply through
distribution of securities, the administrative
authorities mentioned in article (5) of the Civil
th
Management Law (passed on September 30
2007) distribute their securities through the
dealing organizations mentioned in paragraph
(j) of the Law of Development of the New
Financial Tools. The transactions related to the
distribution of these securities are exempted
from the determined process in the Civil
Management Law and the related regulations
of the tenders and bids if:
- These transactions are done for the purpose
of financial supply through distribution of
securities,
- The sale, buying or rental of the property is
the inseparable part of the financial supply
tool,
- The National Treasury approves the
conditions.
The top limit of the incomes from distribution of
the securities mentioned in this article is
determined in the annual budget laws.
The administrative code of this article by
prioritizing the production units will be passed
by the Cabinet following the proposal of
Ministry of Economic Affairs and Finance,
within three months after the announcement of
this law.

Article 13- Under the condition of paying and
clearing the bills of the procured crude oil and
gas condensates by the price of less than 95%
of Persian Gulf FOB per barrel in cash or by 1
month LC to the related subordinate company
of the Oil Ministry, all the refineries of the
country are allowed to directly export the
surplus of domestic demand of the oil products,
and the Government must pay the annual
share of the National Development Fund.
Amendment 1- The priority belongs to
utilization of the mechanisms of the energy
stock market in trades of crude oil, gas
condensates, oil products and power.
Amendment 2- The relevant subordinate
company of the Oil Ministry is allowed to set the
base price of crude oil and gas condensates
presented in the stock market as follows:
1- Up to 2% lower than 95% of Persian Gulf
FOB price;

Article 15- The Small Industries Investment
Guarantee
Fund,
Electronic
Industries
Development and Research Fund, Marine
Industries Fund, Mining Activities Investment
Insurance, and Investment Development in
Agriculture Sector Fund will be added to part
(11) of article (12) of the Value Added Tax Law
th
(passed on May 6 2008) and its following
amendments, and to amendment of article
(145) of the Direct Tax Law, and they will be
exempted from articles (39), (40), (41) and
(76) of the National Accountability Act (passed
rd
on August 23
1987) and its following
amendments.
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Article 16- Until three years after the
enforcement of this law, all banks and credit
institutions are bound to:
a. Annually convey (transfer) at least 33% of
their movable property , real estate property
or goodwill that belong to them or to their
subordinate companies which are considered
as surplus by assessment of Money and Credit
Council and the Central Bank of Iran.
Subordinate companies are the ones that
more than 50% of their shares are directly or
indirectly owned by the banks and credit
institutions or the majority of their board of
directors are appointed by the banks or credit
institutions.
b. Convey their shares and shares of their
subordinate companies in the institutions
that perform non-bank activities, except for
unfinished plans of their subordinate
companies. The Central Bank of Iran is in
charge of recognizing the non-bank activities
in the institutions that the banks and credit
institutions own their shares.

institutions do not fulfill the statements of article
(16) of this law, the following punishments are
applied to them:
a. After an advance warning, the Central
Bank of Iran applies the legal punishments
such as article (44) of the National
Monetary and Banking Law passed on July
th
9 1972 and its following amendments.
b. The benefits of banks or credit institutes
caused by their non-banking activities
such as business or keeping stocks would
be liable to 28% tax in 1395 (2016). After
that annually 3% is added to this tax
percentage until it reaches to 55%.
c. The surplus incomes of the immovable
(real estate) properties of the banks and
credit institutions including land, real
properties, goodwill and so on are liable
to 28% tax in 1395 (2016). After that
annually 3% is added to this tax
percentage until it reaches to 55%. The
income of the real estate properties is the
margin between the market price of the
real estate property at the beginning and
at the end of the fiscal year. From 1395
(2016) on, the bank or credit institution
that holds the surplus income of real
estate property is bound to pay tax on the
property based on the determined rates
in this article. The knowhow of asset
appraisal of the mentioned property in
this article is done according to an
administrative code prepared by the
Central Bank of Iran and the National Tax
Affairs Organization and passed by the
Cabinet within three months after the
announcement of this law.
d. The Vice Presidents or members of
Managing Director Board of the banks or
credit institutions who refuse to
implement the statements of this article
for reasons other than the mentioned
cases in amendment (1) of this article or
without having a legal verdict for
exemption from conveyance of the
mentioned part of their property or stocks
in article (16) of this law will be stripped
of vice presidency of banks or credit
institutions and also stripped of

Amendment 1- The equal value of 100% of the
margin from sale of the surplus properties of
the governmental banks compared to the book
value and sale costs after deduction of certain
benefit of the depositors will be settled at the
National Treasury for the purpose of raising the
assets of the same bank. The money made by
this article is exempted from tax and
Government rights.
Amendment 2- By compliance with the general
policies and the Law of Administration of
General Policies of Article 44 of the
th
Constitution passed on June 14 2008 and its
following amendments, the money made by
conveyance of the remainder of Government
shares in the banks and conveyable
insurances will be specified to raising the asset
of governmental banks in form of annual
budgets. This is done based on a code passed
by the Ministry of Economic Affairs and
Finance, National Management and Planning
Organization and the Central Bank of Iran.
Amendment 3- By enforcement of this article,
the Ministry of Economic Affairs and Finance is
bound to act for three years based on the code
passed by the General Assembly of Banks for
the purpose of reconstruction of financial
structure of governmental banks and
settlement of rule of cooperation in
governmental banks.
Article 17- In case the banks or credit
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membership of Managing Director Board
for five years.

governmental banks. The regulations of
distribution of the securities and clearance of
the money with the National Treasury by the
mentioned implementing banks are provided by
an administrative code which is proposed by
the Ministry of Economic Affairs and Finance
and Central Bank of Iran and passed by the
Cabinet within three months after the passage
date of this law.
Article 19- For the purpose of facilitating the
liquidity supply for supporting the goods and
service production units and also facilitating the
receipt of demands of the banks or credit
institutions which their due date is passed, the
following measures are taken:
a. In case of the request of the applicants,
the Central Bank of Iran is bound to take
action through all the involved
governmental and private banks and
credit institutions, with regard to payback
of each part of the endowed facilities to
the production units, in order to release
the collaterals surplus or changing the
collaterals according to the remainder
amount of the facilities debt. The bank
has the power to choose the remained
collaterals for security.
b. Accepting the irrevocable advocacy from
the facility receivers or pledgers regarding
the collaterals given to the private or
governmental banks or credit institutions
is banned. The Collateral receivers must
foreclose the collaterals within the
framework of their contracts or other
legal paths.
c. The following text is added as amendment
(4) to the single article amendment of
revised article (34) of Registration Act
(passed in 1973) and omission of its article
th
(34) bis (passed on February 18 2008):
Amendment 4- In order to facilitate the receipt
of overdue demands of the licensed banks and
credit institutions, one of the following
measures are taken:
1- In case of request of the debtor
production unit, the facility provider bank
or credit institution can refer to the OTC
market or an official court expert for
pricing the whole properties and assets of
the production unit. For the purpose of
clearance of the bank or credit
institution’s demand, a tender is held with
regard to the conveyable shares to the

Amendment 1- The following cases are not
liable to the mentioned punishments in this
article:
a. In cases by which Central Bank of Iran or
Stock Market Organization approves that
the bank or credit institution has taken
the necessary steps to convey the
mentioned properties, but due to some
reasons out of their power, the
conveyance was not successful.
b. Keeping the movable or immovable
property or the stocks that according to
the approval of Central Bank of Iran have
been attained coercively. This type of
properties or stocks is not liable to the
punishments of this article until one year
after the ownership date. The
coerciveness of the property takeover is
determined based on a code prepared by
proposal of Ministry of Economic Affairs
and Finance and passed by the Cabinet
within three months after the
announcement of this law.
Amendment 2- Direct supervision over the
enforcement of this article is the responsibility
of Ministry of Economic Affairs and Finance.
This ministry is must provide operation reports
every three months and submit to the
Economic
Commission,
Planning
and
Budgeting Commission and Accountability
Commission of the Islamic Parliament.
Article 18- Until the end of 1394 (March 2016)
50%, and from 1395 on (2016) 100% of the
resources
spent
from
the
National
Development Fund by the governmental banks
for providing facilities for the private and
cooperative sectors which are going to be
levied in the coming years, after deduction of
former liabilities are settled into the National
Treasury account for the purpose of increasing
the Government’s assets in the governmental
banks by priority of the same spender banks.
For this purpose, the implementing banks
dealing with National Development Fund are
allowed to distribute securities charged by
National Development Fund valued up to one
hundred billion Rials based on the value of the
property, for receiving the current debts of the
personalities (the debts related to the
endowment of facilities which their due time
has not come yet), and settle the attained
resources to the National Treasury account.
By approval of the Cabinet, 100% of the
mentioned money would be spent on
increasing the assets of the Government in the
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buyers. So, the buyers who can clear the
whole debt by accepting the lowest
percent of shares of the production unit
are recognized. After the buyer clears the
debt of the production unit to the bank or
credit institution, the determined part of
the production unit’s share in the tender
would be conveyed to the buyer and the
mortgaged properties are released.
When the debtor uses the above
mentioned way for clearance of their
debts, if the buyer sets the condition in
the tender contract, the debtor has to let
the buyer (no matter the buyer is the
bank or credit institution or they have
bought the shares through OTC market)
buy another part of the production unit
shares in cash and based on the original
price, up to a limit of the required share
for establishment of the EGM
(Extraordinary General Meeting).
2Regarding the deals of the licensed
banks or credit institutions, if there are no
buyers for the pledged property at the
basic price proposed by the official court
expert and agreed by both sides,
following the request of the creditor the
pledger would be warned and given two
months to clear their debt to the bank or
credit institution, or to pay the whole or
some part of the bank’s demand on the
pledged real property up to the basic
price of the tender and release their
equity.
If the debt of the debtor is not cleared
within the due time, the tendered
property will be sold at the highest
suggested price, not lower than 70% of
the basic price of the tender, and the debt
will be repaid. If the tendered property is
not sold in the first tender, it is possible to
repeat the tender with a new price
determined by related experts. When the
value of the pledged property is higher
than the debt amount, the bank can
choose to acquire it, but acquisition of the
property is not mandatory. If the debt is
not completely repaid, the creditor’s right
to pursue the repayment of the debt
remainder through legal ways is reserved.

The Iran Mercantile Exchange
mechanisms are the priority for
enforcement of the statements of this
article.
Article 20- The Government is bound to take
action regarding the following issues within six
months after the passage date of this law:
Determining the value and process of
clearance for their foreign currency debts (to
the National Development Fund), so that the
following issues are taken into account:
- Time of repayment of the foreign currency,
- Time for selling the product or completion of
the plan,
- Type of goods (final, intermediate, capital)
- Government pricing limitations (if any)
- Compliance of the facility receiver with pricing
and supply regulations,
- Existence or absence of foreign currency
resources at the time of the applicant’s
request.
Amendment 1- The facility receivers subject to
this article have three months time from the
announcement date of this article to repay their
debts to the bank at the price of account
opening date or make the necessary
arrangements in this regard. The debtors who
make arrangements for repayment of their
debts can enjoy the mentioned facilities in this
article. The accordance of the conditions of this
article with the situation of the debtors is
determined by National Work Group’s decision
and based on the provincial priorities. All the
legal and administrative actions by the banks
are stopped until the announcement of the
administrative code of this article.
Amendment 2- The administrative code of this
article which determines the composition of the
mentioned work group in amendment (1) of this
article will be passed by the Cabinet by
proposal of the Ministry of Economic Affairs
and Finance, Central Bank of Iran, and
National
Management
and
Planning
Organization.
Amendment 3- The Ministry of Economic
Affairs and Finance is bound to prepare the
code for Covering the Foreign Currency
Fluctuations with cooperation of Central Bank
of Iran, the Stock Exchange Organization, and
Central Insurance of the Islamic Republic of
Iran and get it passed by the Cabinet within
three months after the passage date of this law.
Article 21- For the purpose of supplying the
sustainable working capital for industrial,
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mineral, agricultural and transportation units,
the production guilds, knowledge-based
businesses, and active export companies
(which all in this article are briefly named
“units”) the Central Bank of Iran is bound to
develop the administrative code of opening
special accounts for supplying the working
capital (which is briefly named “special
account”) within the framework of Interest-Free
th
Banking Law passed on August 30 1983 and
its later amendments and announce it to the
national banking network maximum three
months after the announcement date of this law.
The below conditions and obligations shall be
taken into consideration:
a. Each unit can only have one “special
account” in the national banking network.
The whole or some part of the incomes
due to the sale of these units would be
settled into this account and the balance
of this account would be merely spent on
the legal liabilities and procurement of
the requirements of the unit. Opening a
“special account” does not deprive the
unit of the right of having other types of
bank accounts.
b.
The bank is bound to pay the required
amounts for procurement of the unit’s
requirements or its legal liabilities related
to production or export activities from the
“special account” balance upon the
request of the account owner. If the
balance of the “special account” is not
enough, the unit shall be held debtor for
the shortfall amount up to the credit of
the unit’s “special account”.
The facilities given to the bank in this way
are of credit limit type and are provided
based on the credit of the current account.
The facilities can be provided repeatedly
based on the repaid amounts. These
facilities can be provided only within the
framework of the specified contracts in
the third chapter of the Interest-Free
Banking Law and its related codes. They
can be repaid through gradual settlement
of the money from sales into the “special
account”.
c. The credit limit of “special account” of
each unit in the first year of account
opening is 60% of the average sales of
three recent years of the unit (approved

d.

e.

by National Tax Affairs Organization),
maximum up to 500 billion Rials
The credit limit of “special account” of
each unit for the next years would be
determined according to the Central
Bank’s Code that will be passed by the
Money and Credit Council based on the
previous year’s sale of the unit settled
into the “special account”.
Any illegal use of the “special account” is
considered as an offence and the court
would sentence the offenders to pay cash
penalty equal to three times of the
violation amount and permanent or
temporary deprivation from the “special
account” facilities.
The Central Bank of Iran is bound to
arrange the required encouraging and
punishing measures for the purpose of
obliging all the banks and credit
institutions in order to supply of Working
Capital for the units within the
frameworks of this article, and every six
months submit the function reports of the
banks and credit institutions in this regard
to the Economic Commission of the
Parliament.

Article 22- The banks are bound to
simultaneously study the Rial or foreign
currency facility requests needed for the plans
with technical, economic and financial
justifications and pay the facilities based on the
project implementation schedules and in
accordance with the physical progress of the
project.
Regarding the non-mandatory
financing contracts and commitments in which
the applicants have settled their own cash
capital according to the schedule and the
implementation of the contracted project has
been already started, if the committed facilities
are suspended, the banks are bound to extend
the contract’s duration and not to receive any
benefits during the suspension period and also
not to fulfill their contract commitments to the
applicant during this period.
Article 23- All the governmental or private
banks and credit institutions are bound to
support the production agencies (upon their
request) with the following situations in order to
facilitate the repayment of their debts:
The production agencies that have overdue
debts because of the national situation during
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the years 2010 to 2013, and they haven’t
enjoyed the respite advantage (granting a
period of grace) can enjoy it only one time.
Upon the agreement of the Board of Directors
they can have three years for payback of their
debt with a six months interval in it. The
overdue penalty of the above mentioned
facilities is calculated separately and in case
the production agency fulfills their commitment,
the penalty would be exempted at the end of
repayment period. The agencies that take
action maximum one year after the passage
date of this law can enjoy the statements of this
article.

so make them justified and profitable. It is
necessary to maintain the competitive
conditions and hold public bids for sale of plans
and projects, and hold public tenders for sale of
the goods and services produced by the
implementation of plans and projects.
The administrative code of this article will be
proposed by of the National Management and
Planning Organization, Ministry of Economic
Affairs and Finance, National Development
Fund and Central Bank of Iran and passed by
the Cabinet maximum within two months after
the announcement of this law.
Article 25- By compliance with articles (26) and
(27) of Stock Market Law (passed on
nd
November 22 2005), the Stock Exchange
Organization is allowed to issue permission of
security distribution for the credit rated
companies, after their establishment and rating
based on the stated rating by them. The
guarantee method and determining the value of
the mentioned securities is determined based
on an administrative code proposed by the
Ministry of Economic Affairs and Finance and
Stock Exchange Organization and passed by
the Cabinet maximum within three months after
the announcement of this law.

Article 24- The Government is allowed to
annually settle an amount up to 2% of the
national budget into the National Treasury
account for the purpose of increasing the
capital of the governmental banks. This amount
shall be supplied through frugality in
expenditures, sale of capital properties
acquisition plans or sale of surplus properties,
raising the fee of water and other energy
sources for consumptions higher than the
consumption pattern or higher than the
average consumption. These banks must pay
at least three times of this capital increase
amount gained in the above mentioned
processes to the non-governmental, private or
cooperative buyers of the national or provincial
capital properties acquisition plans in form of
facilities with at least five years repayment
period. List of the plans and projects will be
prepared and announced by the National
Management and Planning Organization.
The National Development Fund is also
allowed to pay facilities to the buyers of the
above mentioned plans and projects through
the related implementing banks.
The applicants of buying the mentioned plans
and projects are allowed to provide at least
20% of the required resources for completion
and exploitation of each plan or project.
Following the approval of the National
Management and Planning Organization, the
administrative authorities of the plans and
projects are bound to sign long term contracts
(up to fifty years) to buy the goods or services
produced by implementation of the plans and
projects from the non-governmental, private or
cooperative sector, or to pay them damage
compensation support. In case of not needing
the mentioned goods and services, the buyers
of the projects and plans can sell the produced
goods and services inside or outside the
country. The National Management and
Planning Organization is allowed to pay
subsidies and damage compensation support
to the plans without economic justifications and

Article 26- All the secondary deals of the
securities or other Islamic securities (sukuk)
such as Murabaha and Islamic Treasury deeds
are done only through the Stock Market or the
OTC market mentioned in the Islamic Republic
of Iran’s Stock Market Law. Murabaha are
movable securities that show the common
tenancy of their owner in the financial property
gained under Murabaha contract from the sale
of goods or services which their transference is
permitted by Sharia (Islamic regulations).
Amendment 1- The governmental banks are
banned from distribution of the securities that
can be repurchased before their due. Also, the
governmental banks are banned from buying
the distributed securities by the other banks
(governmental or private).
Amendment 2- The Central Bank of Iran is
allowed to distribute securities that can be
repurchased before their due, with the purpose
of managing the monetary system of the
country.
Article 27- The accepted companies in the
stock market or the OTC market mentioned in
the Islamic Republic of Iran’s Stock Market Law
that increase their capital through the cash
contribution or mature receivables of their
shareholders are exempted from paying stamp
tax mentioned in article (48) of Direct Tax Law
and its amendments.
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Article 28a. For the purpose of control and reduction
of system risks or trans-organizational
risks of the capital market in the financial
and economic crisis situations and
implementation of general sovereign
policies in those situations for the
purpose of support and development of
fair competition in the capital market, the
Capital Market Stabilization Fund is
established and acts based on its specific
statue and within the framework of the
regulations passed by its Board of
Trustees consisted of Minister of
Economic Affairs and Finance, Director
General of Central Bank of Iran, Head of
National Management and Planning
Organization, Head of Executive Board of
the National Development Fund and Head
of Stock Exchange Organization. This fund
is directed by its Executive Board.

c.

companies as treasury stock, based on
their free float and based on the
regulations proposed by the Stock
Exchange Organization and passed by the
High Council of Stock Exchange. As long as
they keep the stocks in their company,
the company cannot vote.
When the margin of par value of the
stocks and the exchange value of them is
lower than the par value of the
underwriting contract, this amount would
be accepted as the tax charge.

Article 29- From the beginning of 1395 (March
st
21 2016), all the determined exemptions in
articles (7), (11) and (12) of the Law of
Development of New Financial Tools (passed
th
on December 16 2009) for the purpose of
facilitating the general policies of article (44) of
the constitution are enforced regarding the
Sukuk and all kinds of securities published
within the framework of the regulations and
based on the regulations of Central Bank of
Iran.

Amendment 1- This fund is directed by its
Executive Board. The National Audit
Organization acts as its legitimate
auditor-inspector.
Amendment 2- Upon the approval of High
Council of Stock Exchange, the Stock
Exchange Organization can deposit some
part of their resources by this fund. Also,
the National Development Fund is allowed
to deposit up to 1% of their annual
resources in this fund.
Amendment 3- The statue of the Capital
Market Stabilization Fund includes the
conditions and criteria of system risks,
trans-organizational risks and financial
crisis and the regulations for the Fund’s
activity or disbandment of the Fund, duties
and powers of the Fund’s Board of
Trustees and Executive Board. This statue
is proposed by the Ministry of Economic
Affairs and Finance and will be passed by
the Cabinet maximum three months after
the announcement of this law.
Amendment 4- In case of disbandment of
the Capital Market Stabilization Fund, all of
their properties will be transferred to the
Government after deduction of all their
liabilities.
Amendment 5- Activities of this Fund in the
Capital Market field are exempted from any
st
kinds of tax from March 21 2016.
b. The accepted companies in the Stock
Market and the OTC markets can buy 10%
of their shares and keep in their

Article 30- The following text is added as article
(138) bis to the Direct Tax Law and its later
amendments:
Article 138 bis- The personalities that provide
their cash contribution for financial supply of
the plans, projects and working capital of the
production agencies in form of cooperation
contracts can enjoy income tax exemption
equal to the minimum expected benefit of the
cooperation contracts approved by the Money
and Credit Council. Also, for the benefit payer,
the equal amount of the paid benefit would be
regarded as the acceptable tax charge.
Amendment 1- Users of the exemption of this
article cannot move the cash contribution out of
the agency for two years. In case of reduction
of the cash contribution, the equal value of
exemption days would be added to the tax of
year of cash exit.
Amendment 2- The related local Tax Affairs
Administration is in charge of confirming the
utilization of the cash contribution for financial
supply of the project, plan or the working
capital.
Article 31- Article 132 of Direct Tax Law and its
amendments will be replaced by the following
text, and article 138 along with its amendments
will be eliminated.
Article 132- The declared income from the
mining
and
production
activities
of
non-governmental legal personalities in the
production or mining units which receive
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operation license from the related ministries, or
the ones that sign sale and extraction contracts
from the enforcement date of this article, and
also the service incomes from hospitals, hotels,
and tourism accommodation centers by the
above mentioned personalities that receive
operation license or permission from the
related legal authorities since the above
mentioned date shall be liable to tax exemption
for 0% for five years and in less developed
areas for ten years from the stating date of
operation, extraction and activities.
a. Zero percent tax exemption is a method
by which the tax payers liable to this
article submit their declaration letters,
legal registries, and accounting papers
and documents as required, in order to
declare their income to the Iranian
National Tax Administration according to
the mentioned legal process in this law
and in specific occasions. This
administration shall study the declaration
letter and determine the tax liable income
based on the above mentioned
documents and declaration letters. After
calculation of their tax liable income, the
zero percent tax will be determined for
them.
b. Regarding the production or service units
or other units liable to this article that
have more than 50 working staff, if they
increase their working staff at least for
50% compared to the last year during the
tax exemption period, for each year of
staff increase one year would be added to
their tax exemption period. The number
of working staff and also the staff number
increase of each unit should be confirmed
by the Ministry of Labor and Social
Welfare and after submitting the
documents and papers of the staff
insurance (Social Security Insurance). In
case of decrease of working staff lower
than the minimum accepted level of staff
increase in the next year and they have
enjoyed the tax incentives of this article,
the related tax of the decrease year would
be calculated and demanded. The retired,
redeemed and quitted staff are not
considered in staff decrease.
c. The added period of tax exemption for 0%
for the mentioned economic units liable

d.

e.
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to this article that are located in industrial
towns or special economic zones is 2
years, and if these industrial towns or
special economic zones are located in less
developed areas, this added period would
be 3 years.
The condition for enjoying any tax
exemption for real personalities and legal
personalities who are active in free zones
or other areas of the country is to submit
income declaration letters in the specific
pre-determined occasions. The income
declaration letters of the legal
personalities includes the balance and
benefit and loss accounts according to the
sample provided by the Tax
Administration.
For the purpose of encouragement and
enhancing the economic investments in
the mentioned units in this article, beside
the circumstance based 0% tax period, the
investment in the less developed zoned
and other areas is supported as explained
below:
1- In less developed zones:
Until the total tax liable income of the
unit reaches twice value of the
registered and paid capital, the tax
for the next years after the 0% tax
period would be calculated as 0%.
After that the tax would be calculated
and demanded based on the
determined rates in article 105 of this
law and its amendments.
2- In other areas:
50% of the tax in the next years after
0% tax period would be 0%, and the
other 50% would be calculated based
on the determined rates in article 105
of Direct Tax Law and its
amendments. This trend continues
until the total tax liable income of the
unit reaches the value equal to the
registered and paid capital. After that
the 100% of the tax would be
calculated based on the determined
rates in article 105 of this law and its
amendments.
The transportation income of the
non-governmental legal personalities

f.

g.

h.

i.

enjoys the tax incentives of
paragraphs (1) and (2). The
non-governmental legal personalities
of interest of this article that are
established before the issuance of
this amendment can use the
incentives of this amendment in case
they invest again.
Any kind of investment done by
permission of the relevant legal
authorities which is spent on
establishment, development,
reconstruction and renovation of the
above mentioned units in order to
create fix properties except for lands
is liable to this paragraph.
Regarding the investment of the
non-governmental legal personalities in
the transportation, hospitals, hotels and
tourist accommodation centers, the land
exception mentioned at the end of
paragraph (e) is not merely equal to the
determined rate in the legal permissions
issued by the relevant authorities.
In case of decrease of the registered and
paid capital of the mentioned
personalities that have enjoyed the tax
incentives of this article for the purpose of
increasing their capital, the tax and
related penalties are calculated and
demanded.
In case the investment of the interest of
this article is done by cooperation of
foreign investors with permission of
OIETAI, for each 5% cooperative foreign
investment 10% would be added to the
incentives of this article depending on the
registered and paid capital maximum up
to 50%.
Foreign companies that use the capacity
of the domestic Iranian units to produce
products with reliable brands, in case they
export at least 20% of the products, from
the date of signing cooperation contract
with the production unit within the 0% tax
period for these units, they are liable to
the condition of this article and in case
the mentioned period is over, they can
enjoy 50% tax deduction for their
declared incomes from sale of those

j.

k.
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products in the determined period in this
article.
The 0% tax and the incentives of this
article do not cover the incomes of the
production and mining units located in
120 km distance from the center of
Tehran Province, 50 km from the center
of Esfahan Province and 30 km from the
center of other provinces and the cities
with more than 300,000 population based
on the latest census of population and
housing.
The IT units approved by the relevant
ministries and the Presidential Science
and Technology Deputy enjoy the
advantages of this article any way. Also,
the production and mining units located
in all the special economic zones and
industrial towns, except for the special
economic zones and industrial towns
located in 120 km distance from the
center of Tehran Province enjoy 0% tax
and the tax incentives of this article.
Regarding the special economic zones,
industrial towns and production units that
are located in neighborhood of two or
several provinces or cities, the basis for
determining to which city or province they
belong is the by-law which is prepared
and approved by the Board of Cabinet
following the common proposal of
Ministry of Industries and Mines, Ministry
of Economic Affairs and Finance,
Management and Planning Organization
of Iran, and Department of Environment
maximum three months after passing this
law.
The list of less developed areas including
the provinces, towns, districts (in Farsi:
Bakhsh), rural districts (in Farsi: Dehestan)
is prepared in the first three months of
each five years development program by
the Management and Planning
Organization of Iran with cooperation of
Ministry of Economic Affairs and Finance
by considering the unemployment rate
indexes and production investments and
it is approved by the Cabinet Office. Until
the announcement of a new list, the
previous list is reliable. The date of start

of activity under the approval of the
relevant legal authorities is considered as
the valid basis for calculation of the tax
incentives in the less developed areas.
l. All the tourism facilities (Iran Expedition
and the World Expedition) that have
received their operation license form the
relevant legal authorities before the
enforcement of this article can enjoy 50%
tax exemption on their declared incomes
up to six years after the enforcement date
of this article. This article is not applied on
the income from dispatch of tourists
abroad.
m. 100% of the declared income of the
tourism and pilgrimage agencies that have
permission from the relevant legal
authorities which is earned by attracting
foreign tourists or dispatch of pilgrims to
Saudi Arabia, Iraq and Syria is liable to tax
for 0%.
n. The 0% tax stated in this article is merely
covering the declared incomes, not the
secret incomes. This is true about all 0%
tax regulations in this law or other laws.
o. The private or cooperative legal
personalities can enjoy 10% tax deduction
for the year of their declared tax
regarding their research and development
activities in the production and mining
units in form of signing contracts with
universities or higher education institutes
under the following conditions:
- The production and mining units
should have operation license from
relevant ministries;
- The universities or higher education
institutes should have absolute
permission from the Science,
Research and Technology Ministry
and Health and Medical Education
Ministry;
- The annual progress report of their
activities should be approved by the
research council of the universities or
the higher education institutes;
- The gross income from their
production or mining activities should
not be lower than 5000,000,000 Rials.

The basis for calculation of this
deduction is the declared tax of the
above mentioned companies, and not
to their finally applied tax.
Following the proposal of the National Tax
Administration, the administrative
instruction of this paragraph would be
approved and passed by Economic Affairs
and Finance Minister, Industries, Mines
and Commerce Minister, Science,
Research and Technology Minister, and
Health and Medical Education Minister.
Amendment 1- All the tax exemptions and
0% tax rates which are added to the
current law will be enforced from the
beginning of 1395 (March 2016).
Amendment 2- The administrative
instruction of this article and its
amendments would be prepared by the
ministries of Economic Affairs and Finance,
Industries, Mines and Commerce with
cooperation of the National Tax
Administration and passed by the Cabinet
Board at most within six months after the
announcement of the law.
Article 32- Article (16) of the Law for Maximum
Use of Production and Service Capacity for
Supply of Requirements of the Country and
Exports Reinforcement, and the modified
article (104) of the Direct Tax Law (passed on
nd
July 22 2012) are abolished.
Article 33- The following amendment is added
as amendment (5) to article (143) bis of Direct
Tax Law.
Amendment 5- Conveyance of the market
making securities of market makers with
license of the Stock Exchange Organization is
exempted from the 0.05% tax mentioned in
this article.
Article 34- The National Tax Affairs
Administration is bound to refund the collected
value added tax from the exporters on the
exported goods from the official gates after
receiving the related proofs and documents
maximum within one month after issuance of
release paper by the Customs Administration
of Iran. This refund is made from the current
receivables of this Administration.
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and Renovation Organization) are bound to
transfer the extraction and sales of their mines
to the private or cooperative sector through
public bids.
After the incomes of conveyance of extraction
and sales of all these mines are settled at the
National Treasury account, the incomes are
handed to IMIDRO in form of annual budgets
in order to be spent on mining infrastructure,
exploration, mineral product research and
development, completion of unfinished mining
plans and reinforcement of mining technology.
Trade of the above mentioned minerals before
conveyance of extraction and sales is only
possible through Mercantile Exchange
(Commodity Exchange) or holding bids.
Amendment- The newly discovered mines by
the above mentioned organizations, after
receiving discovery certificate should be
transferred within the framework of the above
mentioned process.

Article 35- The following modifications and
attachments are applied to the Mines Law and
its later amendments:
a. Four amendments are added as amendments
(8), (9), (10) and (11) to article (14) of this
law:
Amendment 8- The raw minerals are not
exempted from tax when being exported
abroad.
Amendment 9- The Government is not
allowed to set prices for non-restricted
minerals produced and presented in the
competitive market. The pricing criterion is the
supply and demand.
Amendment 10- The mine exploiters that sign
contracts in the field of mines and mineral
processing by confirmation of Ministry of
Industries and Mines and Commerce with
universities and higher education institutions
(with MA and higher students) for the purpose
of applied researches and improving the
technology optimization, energy consumption
efficiency or science development are
exempted from paying up to 10% of
governmental rights of mines and maximum
up to five billion rials in every year.
The administrative code of this amendment
would be proposed by the Ministry of
Industries and Mines and Commerce and
Ministry of Education and Research and
Technology and eventually passed by the
Cabinet maximum three months after the
announcement of this law.
Amendment 11- The raw minerals subject to
amendment (5) of this article are proposed by
High Council of Mining and passed by the
Economic Council.
b. In amendment (5) of article (14) of the law,
the phrase “and processing” is added after
“optimum exploitation”.
c. At the opening of article (14) of this law, the
phrase “by proposal of Ministry of Industries,
Mines and Commerce and endorsement of
High Council of Mining” is replaced with “by
discretion of Ministry of Industries, Mines
and Commerce”.
d. An article is added as article (35) to the Mines
Law, and the former article (35) is modified
as article (36):

Article 36- The benefits or losses due to
property conversion or liabilities of the
National Development Fund are exempted
from tax.
Article 37- The Government is allowed to
utilize the required incentives for the purpose
of processing the raw materials and improving
the added value of the domestic and imported
goods.
Setting any taxes on export of non-subsidized
goods, services and commodities in excess of
domestic needs with low added value, or
without technical or economic justification for
being processed domestically, while keeping a
percentage for the global market (determined
by Ministry of Industries, Mines and
Commerce) is forbidden.
The taxes on other raw materials and low
added value goods shall not result in
reduction or stop of their production.
The amount of received taxes from export of
raw materials or low value added goods are
set in the annual budgets in order to
encourage export of high value added goods
related to the same raw materials and low
value added goods.
The Government is bound to take action for
receiving the taxes at least three months after
the date of setting the taxes in the Economic
Council and public announcement of taxes.
The administrative code of this article is
proposed by Ministries of Economic Affairs
and Finance,
Industries, Mines
and
Commerce,
Agriculture,
National
Management and Planning Organization, and
Chambers of Commerce, Industries, Mines
and Agriculture of Iran and Iran Central

Article 35- According to the Law of
Enforcement of General Policies of Article (44)
of the Constitution, the Ministry of Industries,
Mines and Commerce and its subordinate
organizations, including IMIDRO (Iranian
Mines and Mining Industries Development
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d.

Chamber of Cooperation and passed by the
Cabinet within six months after the
announcement of this law.
Article 38- For the purpose of supporting the
domestic production and easing doing
business and facilitating the customs
procedures for the production units:
a. The authorities in charge of registration of
orders must facilitate and speed up the order
registration process.
b. The Customs Administration of Iran should
arrange to safely seal the cargo of the
production units and guarantee their
transportation from the transit gates to the
warehouses of the owner under the bank’s
supervision by receiving the charge
–maximum- up to the same amount of the
import charges. The producer (manufacturer)
is allowed to clear the mentioned cargo by
following the legal steps and utilize the cargo
in the production process.
The production units can follow the customs
affairs of their cargo in the nearest customs
office in their neighborhood within the
determined time in the law or the
administrative codes of the law, with the
same original guarantee and clear their cargo
several times.
The administrative code of this paragraph is
proposed by the Customs Administration of
Iran and the Central Bank of Iran and
endorsed by the Minister of Economic Affairs
and Finance until one month after the
announcement of this law.
c. For the purpose of speeding up the
repayment of the import charges, the
National Management and Planning
Organization and the National Treasury are
bound to annually pay the required money of
the Customs Administration of Iran. 100% of
this money shall come from the petty cash
and clear the amount at the end of the year.
The Customs Administration is supposed to
repay the received import charge for the
actual materials, pieces and foreign
commodities imported and used for
production, completion and packing of the
exported cargo.

The Customs Administration of Iran is
allowed to clear the imported cargo under
the following conditions:
1- With minimum deeds and commitments
of presenting original documents within
three months and by compliance with
other regulations,
2- By receiving bank warranty, insurance
deeds, any kinds of securities or by
keeping some part of the cargo,
properties or other reliable collaterals
and guarantees determined by Customs
Administration of Iran, maximum for one
year for the import charges,
3- The imported commodities that have
once received the license of National
Standard Organization do not need to
get the license of this institution again
for the next times (the same
commodities with the same
characteristics by confirmation of
National Standard Organization).

Amendment- The administrative code of this
paragraph is passed by the Cabinet following
the joint proposal of Customs Administration of
Iran and Central Bank of Iran until one month
after the announcement of this law.
e. Article (20) of the Law for Development of
Some Part of Regulations of Facilitating the
Renovation of National Industries, and
modified version of article (113) of the Law of
Third Economic, Social, and Cultural
Development Plan of Islamic Republic of Iran
are modified as below:
Article (20)- Temporary import of commodities
and the cargo belonging to the production
units that have establishment or operation
license, for the purpose of processing as
mentioned in article (51) of Customs Affairs
th
Law (passed on November 13 2011) is
allowed, and the import charges are
determined only up to the guaranteed amount
for temporary clearance of commodities and
other related import charges.
Amendment- Other personalities that have
contract with production units can enjoy the
statements of this article for import of the
above mentioned commodities under these
conditions: 1- presenting their contract with
the production units, 2- import of the
commodities for the purpose of processing as
mentioned in article (51) of the Customs
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by the production units for the purpose of
being utilized for manufacturing domestic
goods can enjoy 20% tax exemption,
4- Import of agricultural products, livestock
input and the required equipment and
groceries for the food industries and
conversion industries, food, beverages,
cosmetics, hygienic materials, medicine and
medical equipment related to general health
and hygiene of cattle, plants and humans is
only possible by receiving license from the
related authorities (Ministries of Agriculture,
Health and Medical Education -depending on
the imported item-, and National Standard
Organization). The exporter or inquired
organizations must send the inquiry result
over to the Customs Administration of Iran
within maximum seven days after submission
of documents and sending the samples.
List of the special commodities which their
study needs more time is determined by the
Minister of Agriculture, Minister of Health
and Medical Education (depending on the
case) and the National Standard Organization
and this list would be announced to the
Customs Administration of Iran at the
beginning of each year.
h.
Paragraph (r) of article (119) of Customs
Affairs Law about exemption of import
charges of the production line machineries is
modified as follows:
r- Import of production line machineries
required for the production, industrial and
mineral units –upon the confirmation of
Ministry of Industries, Mines and Commerceis allowed.

Affairs Law.
f. The Customs Administration of Iran is in
charge of establishment of single window
mentioned in article (7) of Law of Continuous
Improvement of Business Environment
th
(passed on February 5 2012) regarding the
customs affairs in the foreign business field.
The organizations in charge of issuance of
exports, imports and transit permissions are
bound to send their fully authorized
representatives to the Customs
Administrations throughout the country (by
discretion of Customs Administration of Iran)
within one month after the announcement of
this law and start to issue the related
permissions electronically.
g. The import charges of cellphone parts,
household devices (electronic or
non-electronic), electronic items except
vehicles and vehicle parts, High Tech
industries, in comparison with import charges
of the Completely Built Unit (CBU) is
determined based on the required
percentage of building or montage of the
item inside the country.
Amendment 1- The chart for facility levels
based on the percentage of build up or
montage of the items is prepared and
announced by a work group composed of
representatives of industries and commerce
sectors, Ministry of Industries, Mines and
Commerce, Ministry of Economic Affairs and
Finance (Customs Administration of Iran).
Amendment 2- In order to enjoy the facilities
of this paragraph it is necessary to comply
with the following factors:
1- Determining the percentage of build up or
montage of the imported parts by the
production units licensed by the Ministry of
Industries, Mines and Commerce and
announcing it to the Customs Administration
of Iran,
2- The Customs Administration of Iran should
provide the facilities by using the above
mentioned facility chart with regard to the
percentage of build up or montage of the
item and the announced extent by the
Ministry of Industries, Mines and Commerce,
3- The imported parts (that according to
Ministry of Industries, Mines and Commerce
don’t have domestically produced versions)

Article 39- From the beginning of 1394 (March
st
21 2015), the Social Security Organization is
bound to share –online- the info of employers
(legal personalities) with certain debts with the
organizations that according to the law have
the right to inquire this organization about this
organization.
Article 40- An amendment is added to article
(38) of Social Security Law (passed on June
th
24 1975) and its later modifications, as
follows:
Amendment- The demanded insurance charge
for the contracts that have fixed workshops for
industrial or production services or technical
and engineering activities and the subject of
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the contract is performed by the staff of the
same workshop would be based on the
presented list by the workshop that matches
the inspections. These contracts are exempted
from applying insurance cost coefficients. The
Social Security Organization should issue final
settlement for such contracts.

Economic, Social, and Cultural Development
Plan of Islamic Republic of Iran passed on
th
August 17 2003 and its later amendments and
the Unemployment Insurance Law passed on
th
September 17 1990.
Article 42- In articles (3) and (9) of the Law for
Supporting the Knowledge-based Companies
and Institutes and commercialization of
innovations and inventions (passed on October
th
27 2010), the phrases “and technological
towns” is added to the end of paragraph (f)
after the phrase “science and technology
parks”.

Article 41- The following modifications are
made on the Labor Law (passed on November
th
20 1990) and its later modifications:
1- Two amendments are added to article (7)
of this law as explained below:
Amendment 3- The written contracts related to
the Labor Law should be on a special form
sheets provided by the Ministry of
Cooperatives, Labor and Social Welfare within
the framework of regulations and passed to the
both parties of contracts.
Amendment 4- The employers are bound to
pay the legal rights of end of work to their
temporarily contracted staff based on the
period of working equal to the payment of their
last working month for each year of work.
2- The following paragraph is added as
paragraph (h) to article (10) of this law:

Article 43- For the purpose of increasing the
production of knowledge-based products and
development of Iran’s share in export of these
products and increasing the domestic demand
for them, maximum within six months after the
passage of this law the Government is bound
to develop the Development Plan of Production
of Knowledge-Based Products and publish the
list of supportive actions for the producing
companies especially in the field of new
technologies
such
as:
aerospace,
nanotechnology,
bio-technology,
and
environment engineering.
All the organizations subject to article (5) of
Civil Services Management Law and article (5)
of the National Accountability Act (passed on
rd
August 23 1987) and its later modifications,
and the organizations with budget lines in
annual budgets are bound to comply with the
Law for Maximum Use of Production and
Service Capacity for Supply of Requirements of
the Country and Exports Reinforcement, and
the modified article (104) of the Direct Tax Law
nd
(passed on July 22 2012) and when hold bids
they should invite the domestic producers –by
invitation priority for the producers of the above
mentioned products. Given equal quality or
price conditions between the domestic and
foreign producers, these organizations must
choose the domestic producers to buy products
or make contracts.
Article 44- The following passage is added to
the end of amendment (1) of article (5) of the
Law for Supporting the Knowledge-based
Companies
and
Institutes
and
commercialization
of
innovations
and
th
inventions (passed on October 27 2010):
For the purpose of providing cooperation and
investment chances for the non-governmental
sectors and qualitative and quantitative support
of research and technological activities,
especially the research and development
technologies, the Government is allowed to
cooperate
in
establishment
of
non-governmental research and technology

h- Conditions and manner of cancelation of the
contract (for the cases in which the duration is
not determined).
3- The following paragraph is added as
paragraph (m) of article (21) of this law:
m- Cancelation of the contract according to the
contract and in accordance with the Labor Law.
4- The following paragraph is added as
paragraph (h) to article (21) of this law:
h- In order to compensate the low production
due to the old structure, the employers can
modify the structure by utilizing the innovations
and new technologies and enhance their
production competitiveness. If they do so, the
Ministry of Cooperatives and Labor and Social
Welfare is bound to develop a trilateral contract
(workshop’s workers establishment, employer,
and local Cooperatives and Labor and Social
Welfare Office) and based on this trilateral
contract cover the workers of the workshop by
unemployment insurance for six to twelve
months. After the completion of structure
modification the workers should be returned to
the workshop according to the trilateral contract.
Also, the employers can act as is stated in
article (9) of the Law for Development of Some
Part of Regulations of Facilitating the
Renovation of National Industries, and modified
version of article (113) of the Law of Third
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funds that are the subject of article (100) of the
Third Economic, Social, and Cultural
Development Plan of Islamic Republic of Iran
th
passed on April 5 2000. The Government is
also bound to reinforce the existing
governmental funds and authorize these funds
to use the executive bodies’ set-aside resource
for subsidized loans and benefits of the
financial facilities. The statue of the newly
established funds and the cooperation code of
the governmental sector, banking system, and
non-governmental sectors for supplying the
required resources, the fund’s organizational
stand and goals and duties of these funds will
be endorsed by the Cabinet following the joint
proposal of National Management and
Planning Organization and Ministry of Science,
Research and Technology maximum within one
year after the passage of this law.

of official rate of foreign currency and the rate
of foreign currency on the pay day for import of
cargo or services). The Central Bank of Iran
considers these factors for supply of this
margin: study of the documents and close
accountancy after the confirmation of import of
the cargo, compliance with pricing and supply
regulations by the facility receiver.
Amendment- Every three months the Central
Bank of Iran sends the implementation reports
of this article -including the detailed info about
how to calculate the surplus of the net foreign
assets, the composing items of the foreign
currency liabilities by official rate of foreign
currency, and the way these certain liabilities
are produced- to the Planning and Budgeting
Commission and Economic Accountability
Commission of the Islamic Parliament and
Supreme Audit Court of Iran.

Article 45- The following modifications are
made in amendments (1) and (2) of article (9)
and (32) of the Law for Enhancement of
Efficiency of Agriculture Sector and Natural
th
Resources, passed on July 14 2010:
1- In amendment (1) of article (9), the
phrase “within one year” is replaced with
the phrase “within five years after the
passage of this law”. Also the phrase “the
aerial photos of the year 1967 are
considered as acceptable proofs” is added
to the end of the amendment.
2- Conveyance of national and governmental
lands for the purpose of building
industrial and agricultural towns or to be
specifies for tourism services and special
economic zones or conveyable
governmental plans by compliance with
the environmental codes is excluded from
amendment (2) of article (9) of the law for
Enhancement of Efficiency of Agriculture
Sector and Natural Resources. The
administrative code of this article is
prepared by Ministries of Agriculture,
Industries, Mines and Commerce and
passed by the Cabinet.
3- At the opening of article (32), the phrase
“in special budget lines” is added after the
phrase “in form of annual budgets”.

Article 47- All the non-specialized implementing
banks are bound to specify some part of their
facilities to the agriculture sector. This part
should at least be equal to the share of
agriculture sector in the national economy
according to the latest official statistics of the
annual GDP.
The Money and Credit Council and the Central
Bank of Iran are bound to announce the
instruction of this measure maximum within
three months after passage of this law. The
Central
Bank
of
Iran
presents
the
implementation report of this article –separately
for each bank- to the Commission of
Agriculture, Water and Natural Resources of
the Islamic Parliament every six months.
Article 48- The Government is bound to take
the required steps within one year after the
enforcement of this law to establish a database
for accurate identification of production units of
the agricultural products as well as the
production amount of each product by them in
order to provide cash or non-cash subsidies to
support production of crops which need to be
supported in the agriculture sector.
Article 49- The Government is bound rely on
article (12) of the Law for Establishment of
National Disaster Management Organization
th
(passed on May 20 2008) and article (10) of
the Law for Development of some Parts of
Financial Regulations of the Government
th
(passed on February 16 2002) and its later
modifications in order to use the required
credits in form of grants, subsidies of insurance
charges for agricultural and cattle products,
margin of benefit and commission of facilities,
the saved money for the purpose of subsidized
loans, or a combination of these forms in all

Article 46- The Central Bank of Iran is allowed
to assess the net foreign assets and use the
surplus of this account to supply the Rial
margin of certain foreign currency liabilities
st
until the end of 1391 (March 21 2013) (margin
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agriculture sub-sectors, directly or through the
banks and credit institutes licensed by Central
Bank of Iran and through the funds for support
of agriculture sector and natural resources as
mentioned in article (17) of the Law for
Enhancement of Efficiency of Agriculture
Sector and Natural Resources.
Amendment- The Government is bound to
specify 100% of its own share (with regard to
the paid amounts by the agriculture insurers in
the previous year) in the annual budgets and
set a separate budget line for the agriculture
insurance fund.

The related administrative code will be
proposed by the Ministry of Agriculture and
Ministry of Industries, Mines and Commerce
and finally passed by the Cabinet within two
months after the announcement of this law.
Article 53- For the purpose of enforcement of
amendment in paragraph (a) of article (1) of
the Law of Continuous Improvement of
Business Environment and modified version of
articles (12) and (13) of the Law of Iran
Chamber of Commerce Industries and Mines
th
(passed on March 6 1991), the Ministry of
Agriculture is bound to prepare the code for
presence of a representative from the
agriculture sector in the national or provincial
board of representatives and also in the board
of government representatives (upon the
introduction of Minister of Agriculture) and get it
passed by the Cabinet within two months after
the passage date of this law.

Article 50- The Government is allowed to take
the proposals of the Ministry of Agriculture in
form of budget bills, and supply the required
credits in form of money specified for
subsidized loans for the applicants of compact
greenhouse agriculture by priority of the ones
with lower consumption of water and energy.
The administrative code of this article will be
proposed by Ministry of Agriculture and passed
by the Cabinet within six months after the
announcement of this law.

Article 54- An amendment is added to article
(9) of the Law for Enhancement of Efficiency of
Agriculture Sector and Natural Resources:
Amendment- The Ministry of Agriculture is
bound to cooperate with Organization for
Registration of Deeds and Properties in order
to resolve the interference of some parallel
laws and regulations regarding the national or
governmental lands and provision of some
exceptions for some personalities, and then
correct and issue ownership deeds for
agricultural lands.
The administrative code of this amendment
and the way of receiving the charges and
prices of lands (the lands that their regulation
interference issues are already resolved) and
knowhow of utilization of this money for the
purpose of preservation and supervision over
the agricultural lands, and issuance of deeds
for them is proposed by Ministry of Agriculture
and by cooperation of Ministry of Economic
Affairs and Finance and the Organization for
Registration of Deeds and Properties and is
passed by the Cabinet within three months
after the announcement of this law.

Article 51- The banks are bound to accept the
official deeds of shared or partitioned
agriculture lands and sites for implementation
of agricultural plans, the contracts of
conveyance of national or governmental lands
of the Ministry of Agriculture, conversion
industries,
agricultural
supplementary
industries, and deeds of rural houses as
collateral for agriculture or rural activity loans.
Also, all the ordinary deeds related to buy or
sale of agriculture wells (with operation license)
and their shares which are arranged and
exchanged while keeping their downstream
and agricultural functions until the end of 1392
th
(March 20 2014) are regarded as official
deeds for the purpose of facilitating the related
services only by ministries of Energy,
Agriculture and Oil.
Article 52- The authority in charge of issuance
of permission for changing the function of
agricultural lands is bound to declare the
permission application result for establishment
or development of the licensed industrial or
mineral units, maximum within one month after
the collections of all the required documents.
In case of not preparing the result in the
determined
time,
establishment
or
development of the above mentioned units in
the dry lands (fourth degree and higher) which
may not be used for water-based agriculture is
permissible after the confirmation of Ministry of
Agriculture and paying the legal charges and
by compliance with environmental regulations.

Article 55- The existing licensed production
units are permitted to continue their activities in
the range of cities and megacities and in the
neighborhood of villages if they are considered
as non-polluting upon the recognition of
Department of Environment.
Article 56- The polluting production units
(producing goods and services) located in the
free commercial-industrial zones and in the
special economic zones which are similar to
the polluting units located in the main land are
liable to pollution taxes according to the
determined steps in the Law for Value Added
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Tax and its later modifications.

This community continues its activities even
after the fulfillment of the above mentioned
duties, and when the achievement of the
mentioned objectives is bound to correction or
modification of the regulations, this community
must present the required proposals in this
regard and submit them to the relevant
authorities.
Amendment 5- From the passage date of this
law, the duties and powers of the “Target Work
Group of Article (62) of the Law for the Fifth
Development Plan of Islamic Republic of Iran,
th
Passed on January 5 2011” will be transferred
to the Community of Deregulation and
Facilitation
of
Issuance
of
Business
Permissions which is targeted by the Law for
modification of articles (1), (6) and (7) of the
Law for Implementation of General Policies of
article (44) of the Constitution, passed on June
nd
22 2014; and article (62) of the Law for the
Fifth Five Year Development Plan of the Islamic
Republic of Iran is abolished.
Amendment 6- Regarding the economic
activities which need to gain permission form
several authorities, the main authority of the
subject of activities is bound to undertake the
integrated management, arrangement and
handling of the affairs of completion and
issuance of the license. The main organization
is also expected to create a real or virtual single
window and cooperate with other relevant
organizations for this purpose so that the
issuance of the multiple licenses is done
simultaneously and in the meantime the license
issuance period does not exceed the maximum
time limit determined by the Community of
Deregulation and Facilitation of Issuance of
Business Permissions.
By establishment of the single window, the
branch authorities in charge of issuance of
licenses are bound to appoint their own fully
authorized representative and send over to the
venue of real single windows or appoint them
to work on the virtual single window and make
the necessary cooperation with the main
authority. The relevant instructions including
the process and regulations of dealing with
offenders (based on the law and regulations)
which is already endorsed by the Cabinet and
also list of the main authorities of license
issuance for different activities are prepared
and announced by the Community of
Deregulation and Facilitation of Issuance of
Business Permissions targeted by article (3) of
the Law for modification of articles (1), (6) and
(7) of the Law for Implementation of General
Policies of article (44) of the Constitution.
From the passage date of this law, article (70)
of the Law for the Fifth Five Year Development
Plan of the Islamic Republic of Iran will be

Article 57- Amendment (3) of article (3) of the
Law for modification of articles (1), (6) and (7)
of the Law for Implementation of General
Policies of article (44) of the Constitution are
modified as follows; and other three
amendments as amendments (5), (6) and (7)
are added to this article:
Amendment 3- All the authorities that issue
business license are bound to prepare the
types, conditions and process of issuance,
extension or abolishment of their issued
licenses along with the related legal settings
within one month after the announcement of
this law and send them electronically to the
“Community of Deregulation and Facilitation of
Issuance of Business Permissions”, located in
the venue of Ministry of Economic Affairs and
Finance after the confirmation of the fully
authorized representative or the highest
administrative authority.
This community holds a meeting at least once
a month by leadership of Ministry of Economic
Affairs and Finance and attendance of the
Attorney General, Head of Iran’s General
Inspection Organization, Head of the National
Audit Court or their fully authorized
representatives, two parliament members,
Head of the Chamber of Commerce, Industries,
Mines and Agriculture, Head of Iran’s Central
Chamber of Cooperatives, Head of the
Chamber of Guilds of Iran, and depending on
the case with presence of the representative of
the relevant executive authorities which are
mentioned in article (5) of the Law for the
Accountability Act and the organizations with
budget lines in the annual budget laws.
Within three months after the announcement of
this law, this community is bound to facilitate
and speed up the conditions and steps of
issuance business licenses in the regulations,
codes and directives and reduce the related
costs so that issuance of license for business
inside the country is possible in the lowest
costs. This community is supposed to arrange
the steps of issuance preferably instantly and
without the need for physical and in person
referring to the organizations, so that the
business can be started in the shortest possible
time. The resolutions of the above mentioned
community
regarding
the
directives,
instructions and codes are bound to approval of
the Minister of Economic Affairs and Finance,
and their resolutions regarding the resolutions
of the Cabinet Office are bound to the approval
of the Cabinet in order to be enforceable for all
the authorities of issuance of business licenses
and all the other involved organizations in this
field.
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abolished.
Amendment 7- The resolutions of the
committee mentioned in article (76) of the Law
for the Fifth Five Year Development Plan of the
Islamic Republic of Iran which are related to the
duties and powers of the Community of
Deregulation and Facilitation of Issuance of
Business Permissions are sent over to this
community.

Article 60- Compliance with articles (2) and (3)
of the Law for Continuous Improvement of
Business Environment is mandatory when
developing the administrative codes of this law.
The above mentioned law is composed of 60
articles and thirty five amendments, and it was
passed during the plenary meeting of the
st
Parliament on Tuesday April 21 2015 and
th
endorsed by the Guardian Council on April 29
2015.

Article 58- Until the complete removal of
sanctions set against the Iranian Nation, the
resolutions of each of the branch councils of
the High Council of National Security that have
economic, commercial or financial influences
and are related to investment, production,
exports and import should be sent to all the fix
members of the High Council of National
Security within 48 hours after the passage. In
case there were no negative comments from
the members, the resolution is enforceable. But
if any objections were made by the members
within this period, the branch councils are
bound to work them out. The resolutions should
eventually be passed by the High Council of
National Security. The resolutions of the branch
councils shall not contradict the positive
(statutory) laws of the country.

Ali Larijani

Article 59- The municipalities are bound to
issue and deliver the construction permission
to the applicants, maximum until one week
after they pay the charges in cash or one
week after they determine the scheduled
payment pattern.
The municipalities are not allowed to request or
receive any further payments beside the legal
charges at the time of issuance of permissions
or after the issuance of permissions.
Paying 100% of the charges in cash would
make the payers liable to receive a percentage
of discount. This percentage will be passed by
the Islamic Parliament. Regarding the
scheduled payment (installment or lump sum
payment) an amount would be added to the
charges. This amount would be passed by the
Islamic Parliament and it would be maximum
up to the approved rate of the Money and
Credit Council.
If the plans in line with the requirements of the
administrative authorities of article (5) of the
Civil Services Management Law were not
implemented until the end of the legal duration,
the municipalities are bound to issue
permissions upon the request of private or
cooperative owners without the need to gain
agreement of the relevant administrative
authority, after the payment of legal charges by
the owners within the framework of the related
regulations.
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Regulations related to the participation of foreigners in investment in banks
Depreciation table referred to in Article 151 of direct taxes (approved on 16/02/2002) with the
approval of the Minister of Economy and Finance has been sent to become operational.
Description of depreciable assets

Depreciation rate

Group 1: common Industrial equipment and support

Direct method

Descending
method

services:

10%

1. Engines and power generation plants - water
turbines, steam, gas and steam generator (turbo
generator)
2. Steam ovens, boilers and components and related

15 years

equipment - cooling towers and water treatment
pumps and fuel tanks, etc.
3. Generator motors and generators up to 750 rpm

12%

4. Generator engines and generators from 750 rpm up

20%

5. Transformers, electrical panels and key components

12%

and cabling and cable and direct cost base
15%

6. Elevators, escalators, conveyors (mechanical,
electrical, pneumatic) and drawbridge and its
components - machines and batteries working with
compressed air (pneumatic) and with the engine Stationary compressors, Air generators machines

10%

7. All machines for Metalworking workshops, turning
and spare-making (non-series modeling), help and
support - all equipment and service and support for
supplementary workshops

12%

8. All machines spare-making foundries and payment
(non-series modeling), help and support
9. machines for cleaning factories, and Broom Duster

4 years

10. Telecommunications equipment, telex, telephone

10 years
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Notes

and wireless, etc.
10%

11. Testing and quality and quantity control and
laboratory equipment
12. Fire-fighting equipment and fire extinguishing

5 years

systems
13. Water supply and sewage system Plant and

12%

equipment - central heating installations and
generating cold a and semi-deep wells and pumping
stations with equipment and related tanks and wells
Group 2: Metal Industries
1. Pressing machines, press-break and set-up for mass

8 years

production and series production etc.
- all kinds of cutting machines and scissors (mechanical,
hydraulic and electric) and set-up for series production - all
types of machines to develop a series of tools for mass
production and series production
2. Automatic and NC automatic lathe and milling

10 years

machines and series-making for mass production of
the NC Series in addition to other machines
machining cutting - NC milling machines and plate
cutting and drilling gear milling and conventional
drills and all machines for series-works - various
types of metal working machines and forging and
tooling and molding machines - knife building
machine, blade storage, blade sharpeners, drill
construction, File Maker, melting metals, metals and
razor (mass production).
3. Equipment for welding (welding, , boiling point,

4 years

argon, etc.) and soldering
4. non-automatic furnace, fixed and rotary, oil and gas,
electric and charcoal for limited use
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5 years

12%

5. Machines for cans-making, barrel making, printing
and metal bottles, the pipe-making machinery,
steel-making, wire and wire mesh and other metal
products (mass production) - Jake machinery and
fixture tools and clamping etc.
6. machines for the production of fasteners, bolts and

10 years

knobs and spring retainer and lock for doors and
windows, etc. (mass production) – machines for
manufacturing gold and precious metals and metal
polishing machines are series-making - machines for
electroplating and galvanization Metals such as hot
water, water and glazed nickel and so on. Making a
powder and electro-welding machines (mass
production), machines for manufacturing metal
tables and chairs and doors and windows
(series-making) fireproof box production machines,
other machines and equipment for metal industry
groups such as metal base for transmission, shed
roofs, steel, etc.
7. Machines for the manufacture of nails and rivets and

12 years

bolts typical for mass production - rolling process
and manufacturing sheet metal machines and rollers
for mass production.
8. Casting and molding machines (series making)

8 years

Group 3 transport industry:
1. Industrial production of cars, trucks, commercial

10 years

vehicles, all kinds of motorcycles, all kinds of
bicycles and tricycles, boats and ships without
engines, motorized vessels with capacities
2. Industries for production of tanker ships and similar
industries, airplanes and helicopters, locomotives,
and air trains, land and underground and wagons
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15 years

Group 4 - Vehicles:
1. Automobiles using gasoline and diesel - diesel trucks

25%

and trucks up to 5 tons to 4 cylinder
2. Vans, and trucks and taxis up to 4 cylinder petrol,

30%

pickup truck and car, truck and car engines from 4
cylinders and up - truck and truck diesel 4-cylinder
up to 10 tons capacity
3. Truck and tractor trailers, dump trucks with

35%

capacities ranging - Various bicycle and tricycle
4. Locomotives and over the ground trains, surface

20%

trains, and underground trains - vessels without
engine (pitcher)
5. Passenger and cargo aircraft, helicopters and planes

25%

for spraying, mapping and the like
6. motor boats using petrol and 80 hp

30%

7. Boat engines from 80 hp and up

35%

8. Boat and barge diesel powered ships with all power

15%

capacities - refrigeration ships and tanker ships
Group 5 – Construction and road construction machines
1. All machines for construction, mechanical, hydraulic,
electric, machines with rubber wheels or chains,
cranes and drilling machines, factories producing
concrete crusher and grinding mill base, damper,
elevator, mixers, vibrators, etc. - Road-building
machines (bulldozers, rollers, Fischer, Asphalt
preparation machines, filler, and candle-beater, and
compactors etc.) - construction machines for airports
like marking machine, snow plow machine, dryer,
and trailers, and mobile stairs, and compressors and
Hydraulic jacks and so on port construction
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25%

machines (machines for concrete for underwater,
diving equipment, temporary docks, etc. Machines for dams construction, etc.) absorbing
machines, welding machines, and other machines
Group 6: equipment and tools and instruments
100%

1. All the tools and equipment like Wrench, hammer,
shovel and pickaxe, electric drill, wheelbarrow,
gloves and masks Buckets etc. (all costs are taken
into account operating costs and consumption)
Group 7: Mining equipment:
1. Washing machines and high grade ore - rails,

5 years

wagons, locomotives and iron pipes for drilling and
mining equipment, such as probing, mechanic
shovels and tractors, compressors, drills, crushers,
mills and tanks and related equipment
2. equipment to prevent damage to the roof of the

2 years

mines, such as concrete beams, dark iron, hydraulic
jack system that is used in coal mines
Note 1: The cost of discovering and preparation and the necessary costs of road construction based on
documents shows depreciation as follows: (A) exploration and basic supplying up to the date of the
operation of the mine, for each year, from the date of operation in proportion to the excavation amount of
each year with the amount of the share determined by the Ministry of Mines and Metals will be
depreciated in 8 years under the condition that the annual depreciation rate if less than one eighth of the
whole expenses.
(B) costs related to the construction of the main tunnels and shafts in order to begin the operation,
from the date of operation is divided in proportion to supplies of the mines and is prone to depreciation to
the extent that each belongs to each ton (diagnosis of a mine deposit with the Department of mines)
(C) If the operator at the operations time confronts a new mineral and as a result the amount of the
reserves partially or entirely exceeds the anticipated initial depreciation, the depreciation costs
mentioned in paragraph (b) of the total reserves available will be calculated in proportion with the total
storage (determination of new storage amount is the responsibility of General Directorate of Ministry of
Mines).
(D) If the patent is granted, or the proprietor transfers it to another person or to another company, or the
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proprietor, as its share, transfers to another company, or the amount of the principal payment as the
proprietor of the capital is placed for depreciation in the company, and the amount of deposits and
amortized will be divided. As for Mines granted while in operation, quitter must obtain the necessary
permit to the value stored in the mine from the Department of Mines, and submit to the buyer to calculate
the depreciation.
(E) the machines and instruments and tools and etc which are transferred by the operator, their
depreciation is not calculated based on the new price and can be depreciated based on this article.
Second Note: about the equipment of the companies which are established to excavate the mines
(Excluding depreciation of tools and equipment work in both cargo and passenger buses and cars and
motorcycles and bicycles as well as costs like depreciation and other costs of exploration and
preparation of exploration costs and other costs necessary preparation for exploration and procurement
preliminary mentioned in this table, however, that Group 7 industries in terms of depreciation in such
cases would be subject to the provisions mentioned in the table will be carried out as follow:
A: For machinery and equipment used for concentration and smelting and minerals, instead of the rate
prescribed in depreciation table, it is depreciated within ten years from the date of the operation.B:
Machinery and equipment for exploration and mining are used, as well as trucks for transportation of
minerals, which is exclusively used for transport in their area, and are usually not used on public roads,
rather than rates set forth in the depreciation table, all will be depreciated over a period of five years from
the date of operation. The provisions of paragraphs (a) and (b) of the provision of machinery and
equipment in the first year after the sale of materials extracted from the mine will not be renewed or
added and the machinery will be operated renewed or added after the date on the basis of the table.
Group 8 buildings and roads:
1. All halls for workshops and factories and installation of machinery
2. Assistance hall for workshops, warehouses, offices, workshops, corporate houses and
residential facilities, residential buildings, factories and local employees at the mines and
workshops related
3. Other buildings
4. Railway infrastructure includes platform lines, trenches, galleries, drainage, concrete steps,
arches, stone, metal and tunnels
5. Repair of railways, including rails, Traverses made of wood, concrete and metal, ballasts,
electrical & hand needles, equipment and fittings Rails
6. Special paved road
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7. Specific highway
Group 9: Textile and garments:
1. Spinning and weaving preparatory machinery, polishing, bleaching textiles, dyeing, printing and
finishing, packing, shell construction, socks and under garments (of natural and synthetic fibers),
brocade and sewing, making flossing rope (natural fibers and artificial) and braids knitting and
weaving nets production of costumes and corsets and umbrellas and hats, felting machines
Group 10 - Plastic Industries:
1. Machinery and equipment for the of plastic and packaging, linoleum, sheet of plastic and plastic
else making machine tape and platter, etc., plastic and PVC pipe and bag production - cotton
and nylon plastic - pipe, linoleum, tarps, etc.
2. roller for making plastics
3. Cost of mold from starting date will be accepted in account cost of operation
Group 11 - Pharmaceutical and medical care:
1. Machinery manufacturing, pharmaceutical packaging, cosmetics, perfumes and deodorants and
other cosmetics like a hairdryer and the similar
2. Soap making and packaging machines, toothpastes and dental pulp and Toothbrush and brush,
medical bandages and cotton production is adversely hydrophilic disinfection, producing Soap,
washing powder, laundry, cleaning, machinery and pesticides prepared based equipment
Household and agricultural pesticides and similar
3. Operating room and surgical equipment and instruments and medical equipment (Medical and
dental instruments and laboratory and radiology and radiotherapy and physiotherapy and
anesthesia, etc.)
4. Production machines operating room and surgical equipment and instruments and medical
equipment (Medical and dental instruments and laboratory and radiology and radiation oncology
and anesthesia, etc.)
Vegetable oil industry and oil refining:
1. Machines for the production of vegetable oil - machinery and equipment, including oil extraction
(silos, cleaners, cutters, separators, mills, presses and filters) - Oil contains (centrifuge,
bleaching and hydrogen production, filters, without sticks, packaging, measuring tanks)

153

Group 13 industries of gravure printing and copying:
1. Printing machines and printers, including ink devices, cutting, printing, traditional printing,
printing and binding, plastic and glass, and letters and preparing plates machines and gravure
2. Poly copy machines, photocopy, reproduce, Blueprint, Xerox, etc.
3. Letters and plates and gravure printing presses in use, will be accepted on account of the cost of
the operation
Group 14: Sugar industry:
1. Machines for the production of sugar and sugar cubes from sugar beets and sugar canes.
Machines to refine sugar and sugar cubes, syrup tanks and Aparats.
Group 15: Industry and Construction Materials
1. Group 15: Industry and Construction Materials Machines for the production of ceramic tiles and
glaze colors, brick and pottery and shells, sand and gravel, and grading them, concrete and
asphalt, stone cutting and grinding and polishing the stone, mosaic making, and roads, blocks
and curbs in Street, chalk and lime, plaster ceilings, fireproof cement pipes and sheets, fireproof
cotton products, and connectors, prefabricated houses, piles of blocks and ceiling blocks, of
water supplies and sewage for the building, equipment and molds and other construction
material
Group 16 - Glass industry:
2. Machines for production of: glass for bottles, shatterproof glass, construction glass, and cutting
the glass, etc.
3. Machines for the production of: china, and crystal and mirrors, melting furnace for materials and,
glass products, such as bubbles, ampoules, glass, etc.
4. Molds and containers, rollers, refractory bricks for furnaces, the start date of usage will be
considered for calculation
Group 17 - Cement industry:
1. Machinery and equipment for production and supply of ordinary cement and colored cement and
special cement, and equipment for packing, crushers and mills, ovens, and filters, and mixers
etc.
2. Molds for construction industry, and molds for cement will be considered on account of cost of
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operation from the beginning of using date
Group 18 - Food and food and beverage:
1. Machines for preparing and producing milk and pasteurized dairy products, ice cream, chewing
gum, candy, toffee, etc., and sausages, rice grinding, industrial alcohol, soft drinks and mineral
water
2. Machinery for producing: Bread, biscuits, confectionery, sugar, candy, etc., and canning
factories, compote, juice, flour and baking powder, etc., pasta and noodles, starch and sugar, tea
and packing the dough a source for food and fermentation industries, powdered milk and food
for children and protein, vinegar, etc.
3. The mill stone, will be considered when in use, on the account of costs.
Group 19 - Chemical industry:
1. Machines for the production of: acid, and alkali and carbonate and bicarbonate, solvent, resin
chemicals, fertilizers, urea, superphosphate, potash, ammonia, etc.
2. Machines for the production of: oxygen, hydrogen, helium, and transport and unloading
equipment and filling their tanks and cylinders, waxes, varnishes, sealers and piles, raw
materials for plastics, production of chemicals from organic materials, and etc.
3. Machines for the production of: mineral oils, and engine oils, special oils, and refineries, etc.
4. Machines for the production of fibers and synthetic fibers, paints and varnishes and oils, varnish,
production of chemicals from organic materials, etc.
Group 20 - oil & petrochemical industries:
1. Land for hydrocarbon wells, machinery and facilities for exploration, development and
production of hydrocarbon reservoirs on land and sea, continental shelf, hydrocarbon storage
and exports base etc.
2. machinery and equipment for production and operation and distribution of gas in the country,
and those related to it
3. machinery and facilities for water, electricity and steam associated with oil and gas and
petrochemical industry
4. machinery and equipment for production of petrochemicals
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5. machinery and equipment for refining of crude oil by refineries and distribution of petroleum
products
6. machinery and equipment for gas compression stations and pumping stations
7. machinery and special facilities for drilling, a lifecycle of six years
Group 21 - manufacture of cellulose and wood:
1. Machines for the production: cardboard boxes, paper, and wallpaper, paper cups, and paper
paraffin, envelopes and paper cutting and etc.
2. Machines for the production of paper cups and paper and other industries
3. Machines for the production of wood and lumber and wood chips, wood (sawing, milling, cutting,
etc.), plywood, fiber, chipboard, laminated wood saturation and so on. Shoe and
4. Machines for the production: The equipment and machinery used in this industry
Group 22 - pulp and paper industry:
1. Machines for the manufacture of pulp and paper in different ways, paper and cardboard and
paper for notes of any kind etc.
Group 23 - Electrical and electronic industry:
2. Machines for the production: audio and video devices and electronic (television, radio and voice
recorder, etc.), and device assembly machines for electronic computing and more
3. Machines for the production: lamps and traffic lights and signs, news wires and cables, high
voltage and low metal alloy for different uses, and the main Bergman pipe sockets and
insulators, electrical and electronic measurement equipment, various types of transformers and
other equipment Electrical and electronic equipment, batteries dry and wet and industrial coal
Group 24 - manufacture of household appliances:
1. Machines for the production of gas stoves and heaters, boilers and burners and radiators and
central heating equipment, water coolers, fan coils, air conditioning, chiller and refrigeration
equipment, refrigerators and washing machines, fans, heaters, vacuum cleaners, rice cookers,
barbecue Cooker, Slow Cooker, wall clocks, samovars, chandeliers, Primus, fruit juice, meat
grinder, blender, coffee maker, thermos, ice and cold storage houses, cooling and food storage
facilities and vegetables and food and other household appliances
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2. Machines for the production of: lights and net lights and the like
Group 25 - Rubber:
1. Machines for the production: tire tubes for vehicles, covers a variety of rubbers, foam and rubber
(rubber), rubber mats and belts, all kinds of sporting goods, sporting goods, rubber, tires and
other rubber soles and heels
2. Machines for the production: casting machines for the production of rubber for industrial use
(rubber, heat-resistant, water-resistant, antistatic, anti-shock and the like) and the like
Group 26 - Leather and footwear industry:
1. Machines for production of leather and skins, preparation of the intestine skin, leather products,
shoe laces and fabric lining, leather footwear and Super Flex, a variety of boots, shoes and
textile trélon, sports and Linen and plastic, all kinds of plastic slippers, shoe soles and sandals
and other similar items, spare parts for machinery, shoe factories
Group 27 - Communication Industries:
1. Machines for the production of telephone and communications equipment, relays, boards and
mailing equipment, electrical equipment and telecommunications, wireless, mast and base
carriers and Other areas related to telecommunications industry
Group 28 - metallurgical steel industry:
1. Machines for production of and casting: iron and its ancillary industries, and blast furnaces, steel
rolling for intermittent and continuous raw materials, iron and steel, iron, girders, and straps and
Perforated L, armature and other rolling products of rolled and structural steel, sheet iron and
steel and industrial steels, stainless steels and special etc.
2. Machines for production and casting of: aluminum, copper, lead and zinc, other metals and
produce colored and rolled products
3. Machines and equipment for metal: aluminum, copper, lead and zinc and their products
4. Machinery and furnaces and distillation devices for coal and coke making
5. Molds and metal products, refractory bricks and fire-eater practice tool for furnaces, enter all the
year, on account of their cost when they are used.
Group 29 water industry and water and wastewater treatment:
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1. Machines for the production: pumps, hydro turbines and motor pumps and their attachments
2. Machines for the production of equipment for irrigation and water supply network and
transmission equipment, physical and chemical and biological purification of water, and
respective tanks and the like
3. Machinery and equipment: sewage treatment, desalination of sea water and ancillary industries
Group 30: Agriculture and Livestock Poultry industry:
1. Machines for the production of agricultural equipment such as plows, seeder, fertilizer, hard,
threshers, leveler, weeding machine, pickups, spraying, etc.
2. Machinery and Accessories: spray of pesticides of Agriculture and livestock, milking and animal
husbandry and slaughterhouses and artificial insemination, incubation, rearing chickens.
Tractors, plows, seeder, , hard, threshers, Plastering trowels, weeding machines, combines,
sprayers and pesticides, of animal industries, machines and other equipment for weeding
3. Machines for the production of food for livestock and poultry of animal food silage of
concentrates, fish flour, and tobacco industries, and equipment for the preparation of tobacco,
for breeding fish and the like
4. Machines: equipment for baling cotton cleaner and dryer, spare parts and machinery equipment
Industrial associated with this category
Group 31 - Industrial Tractor and combine:
1. Industry and manufacturing plants: Tractors chains and tires with different powers, combines,
grain, root crops, sugar beet, sugar cane and cotton and oilseeds, etc., chain tractors, tanks and
spare parts associated with this Industrial group
Group 32 – Machine manufacturing industry:
1. Machines and installations for the production of compressors and compressed air, electro,
gasoline and diesel engines, pumps, etc., electricity and steam turbines, ball and roller bearings,
hydraulic pumps, equipment for for casting and molding machines for industrial factories and the
like
Group 33 - Industrial Movie shooting movies:
1. Machinery and equipment: Movie and filming, video and film equipment, printing and the
developing and film dubbing, film and cinematography, and the like
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2. Camera and equipment related to astronomy and astronomical constellations, etc.
3. The price advantage of imported films, including the right to showing the and copy price:
A - If the contract period is one year showing the film
B - If the contract period is over one year
C - if not specified in the contract periodNote - The depreciation cost of the movie begins on the day that
it is displayed, calculated in the same way as in paragraph 3 above, (the first film will be considered the
starting point of depreciation)
Group 34 - the nuclear industry and nuclear power plants:
1. Machinery production of nuclear equipment
2. Machinery production of heavy water plants and nuclear power plant
3. Equipment and nuclear waste storage
Group 35 - Paint and glue:
1. Machines produced: construction and industrial paints, adhesives and resins (especially, and
industrial)
Group 36 - Other industry:
1. Zipper making machinery
2. Rug cleaning and washing machines and the like
3. Equipment service and car paint, wheel balancer and Tune-ups and other items related to a car
mechanic and car
4. Machines produced: pencils, pens, pen
5. Machinery and Tools: amusement parks, including electric, pneumatic, electric and other crops,
such as carousels, roller coaster, electric cars, etc. and facilities Tele cabin
6. Other machinery and equipment industries
7. Other equipment and various tools on the table unforeseen
8. equipment used in the mine fields such as GPS, GPS monitoring, minesweepers, depth finder,
bomb detectors and so on
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Group 37 - Other property and furnishings:
1. Property and office furniture and office machines such as writing, typing, copy, Fax
2. Hardware computer systems and the like
3. Personal computer hardware
4. Hotels and motels and inns of the property and furniture, restaurants and cinema and theater
and educational institutions
Group 38 - Finance Law:
1. Assets and purchase value of formula, and trademarks and industrial, etc.
A - to produce a certain amount every year in proportion to production
B - The contract is concluded for a definite term of contract
C - a certain amount per year in the same year depreciation
D - other conditions
2. Copyright, the right of composition and other exclusive purchase rights
Group 39 - Assets utility industry:
A: water industry:
1. Concrete building sanitation facilities, pumping stations and water treatment plants and
residential concrete buildings and related administrative
2. Steel structure buildings, sanitation facilities, pumping stations and water treatment and the
steel structure residential and administrative buildings
3. Brick buildings, sanitation facilities, pumping stations and water treatment plants and
residential brick buildings and related administrative
4. Concrete tanks, water storage, water supply pipes and channels made of Concrete
5. Air tanks (metal) for water storage, water pipes made of cast iron, plant equipment and
accessories of warehouses
6. Dams: the definite economic useful life of a dam according to the type and amount of deposits
will be determined by the contractor consultant engineer, expert of the Ministry of Energy
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and Water Expert from water organization
7. Dams equipment, mechanical installations and dams’ power
8. Established dams, dams and electrical mechanical equipment
9. Reservoirs and waterways
10. Tunnels
11. Aqueducts, appliances, boiler, steel water pipes, pipes and valves of the fire main and public
taps
12. Water supply wells, associated facilities
13. Building power plants, other facilities and equipment plant water network
14. Roads, streets, bridges and sidewalks
15. Electric pumping equipment, generators, water heaters, electric generators and other
pumping equipment, facilities and devices, radiators, air conditioning, heating and drying
equipment and laboratory and medical equipment, telecommunications and other
equipment and public property
16. Organizational costs such as registration fees and consultation fees
17. Early studies (such as technical studies and preparation of project): More than one billion
rials 6 years, and less than 1 billion 3 years
(B) the power industry
Equipment and production facilities (power plants and diesel heaters)
1. Boiler and related equipment
2. Turbo generator and associated equipment
3. diesel generators and related equipment
Equipment and production facilities (gas plants)
1. The generators produce, combustion chamber and related equipment Equipment and production
(combined cycle power plants)
Equipment and production (combined cycle power plants)
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1. The boiler and related equipment
2. steam turbo generator and associated equipment
3. turbo generator and gas units and related equipment
Fuel tanks and equipment
1. fuel tanks and production facilities (including gas, steam and diesel)
Equipment and production facilities (hydroelectric)
1. reservoirs, dams and waterways of production facilities
2. turbines, generators and water wheels
Transfer Equipment
1. Place the installation buildings Posts
2. Equipment Posts
3. lines and related equipment (beams, towers, wires, cables, insulators, etc.)
Equipment distribution
1. The distribution substation buildings
2. substations and related equipment
3 beams, towers, aerial cords, and land cables
4 - meters, and cable service to subscribers belonging
5. The lighting facilities
Dispatching facilities
1. buildings at the site of installation dispatching
2. computer equipment of the control center
3. Telecommunication Centers
4. Other equipment
Buildings and roads
1. Buildings on the site of power generation facilities and equipment
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2. The road and railway-related production facilities
3. Other production equipment
Other assets in accordance with the rates in the previous groups (as appropriate)
40 - certain fixed assets of the banking system and financial and credit institutions and other institutions
and companies working in the field of electronic banking, relevant technology and similar services:
1. Signature control devices, modules and router bill number, queue, device for check issuance of banks,
sorters
2. ATM, POS, Issuing cards, Pin pad, web kiosk
3 - sorters, banknote testing and perforating

Amortization table referred to in Article 151 of direct tax reform law enacted on February 16, 2002
Note 1: In cases where depreciation is determined on the basis of non-amortized balance of assets at the
beginning of the tax year subject to the Direct Tax Amendment Act on February 16, 2002, will be as
follows.
(A) If the amortization period subject to this table is greater than the period of depreciation based on the
table, the remaining depreciable asset will be amortized over the remaining term of office of first year of
implementation this table.
(B) If the difference is less than the long-term depreciation of the subject of this table based on the higher
depreciation of, the remaining depreciable property office generally will be amortized in first year of
implementation this table.
Note 2: In the event that a diminishing balance method depreciation of based on the paragraph A of
Article 150 of direct taxes determined, criteria procedure for calculating depreciation of assets the
remaining at the beginning of 2002, will be the discount rate of this table.
Note (3) that part of the assets of National Iranian Oil Company, National Iranian Gas Company, National
Petrochemical Company, water companies or electric regional Water and Power affiliated to the Ministry
of Energy, the company for production and transmission of power (TAVANIR Co.), power organization
Iran, climate engineering companies and banks, whose depreciation rate is not specified in this table,
based on the proposal by the beneficiary, their depreciation rate, as appropriate, will be provided by
National Tax Organization and will be enforced after the approval of the Minister of Economy and
Finance.
Note 4 the depreciation rate of furnaces that are used in industry, except those anticipated in this chart in
the group related to their specific industry, in each case, will be equal to the lowest the rate of
depreciation machinery related to that industry.
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Note (5) the cost of technical studies and provided Industrial projects will be depreciable based on the
provisions of paragraph 4 of Article 149 of direct tax legislation enacted in 1987 and subsequent
amendments.
Note 6. In the case of depreciable assets, after they are ready for operation, due to the closure of the
Institute or some other reason, are not used for some time, the rate of the depreciation, while the
property is not used, is equivalent of 30 % depreciation rate at this table for the asset . If the computing of
depreciation is based on time, 70% of the time in which the asset is not used for the remainder of the
term specified in this table will be added to the depreciation term determined for the assets.
Note 7. In industries where a grinding stone is used, and which are not provided in this table, in their
specific Group, the price of stone mill, in the first year entirely, will be accepted on account of the cost of
the operation.
Note 8. In cases where the taxpayer and the administration of the tax, before tax certainty in diagnosis of
machinery, appliances, and other property, and comparing them with Industrial Group listed in this table
do not come to an agreement on determining the amount of the depreciation term determined
investigation and enforcement with groups and rows described in the table, a delegation of three people
will be formed as follows, in Tehran (in national Tax Organization):
1. One expert on behalf of the Ministry of Industry and Mines ministry
2. A member of the Chamber of Commerce and Industry and Mines of Iran on behalf of the
aforementioned room.
3. A INTA experts and presented on behalf of the organization, which will be in the delegation. Each of
these organizations will determine at least one person as substitute members of the Board, in addition to
the main member. After investigating, (and if necessary) after obtaining a description the claimer the
judgment is issued. The Verdict of the majority is credited, and tax administration and tax dispute
resolution boards are required to behave accordingly.
Note 9 in the machinery industry and other depreciable assets that are not predicted in a specific Group
in this table, or if predicted, some machines or other assets related to the group are not mentioned as
other machines and assets, or the similar depreciation rate has not been set, National Tax Organization
will complement them an amortization table which and will implement it, after approval by the Minister of
Economic Affairs and Finance.
Note 10 - prices resulting from the revaluation of assets of is not depreciable. But state-owned
companies those which are one hundred percent owned by the government, or government-owned
companies and those in the implementation of Article 62 of the Third and Economic Development
Plan. . . their fixed assets are revalued surplus assets revalued, in addition to their book value, totaling
from the date of the revaluation, with the exception of assets of Group in this table of 39 tables (Water
and Power), will be depreciable based on the double time, and or half the depreciation rates set out in
this table.
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