
（試訳）

イランイスラム共和国

外国投資誘致保護法施行規則

(Implementing Regulations of

Foreign Investment Promotion

and Protection Act)

本試訳は FIPPA 施行規則の英訳をもとに参考のために作成したものであり、その正

確性について保証するものではありません。正確な内容を確認する場合には必ず原

典をご確認ください。脚注において「訳者注」と記載されたものは原典にはないも

ので訳者において参考のために付した注であります。
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第 1 章

定義

第1条

外国投資誘致保護法（FIPPA）第 1 条における定義と表現は「本規則」において同一の意義を

有する。「本規則」で用いられている他の用語及び表現は以下の意義を有する。

「本規則」 ：FIPPA 施行規則

「投資先企業」 ：「FIPPA」に規定された方法の 1 つの下で「外国資本」が使用される

新規及び既存のイランの会社

「非政府系セクター」 ：民間及び協同組合的セクター並びに非政府系の公的機関及び施設

「本センター」 ：「本機構」の所在地において「FIPPA」第 7 条に従い設立された「外

国投資サービスセンター」（The Center for Foreign Investment

Services）

「投資ライセンス」 ：「FIPPA」第 6 条に従って、各々の「外国投資」に対して発行される

ライセンス

「本邦の公的金融

ネットワーク」

：銀行システム（「中央銀行」及び銀行のネットワークであり政府系か

非政府系かを問わない。）並びに「中央銀行」の許可に基づき、金融

及び外国為替活動を行なうノンバンク信用機関

「監査法人」 ：1993 年制定の「公式の会計士としての権限のある会計士の特別かつ

職業上のサービスの使用を規制する法律」の主題である、イラン公認

会計士協会のメンバーである監査法人から「本機構」が選定した監査

法人又は「監査機構」

第 2 章

投資の方法及び承認の基準

第2条

「FIPPA」に基づきイランイスラム共和国の領域において承認された「外国投資」は、「FIPPA」

の下で活動可能な便宜と保護を享受する。かかる投資の承認は、「外国資本」の承認のための一般

的条件に服し、「外国投資家」による書面の申請の提出と「本規則」に定められた基準の適法な遵

守を要する。

第3条

「FIPPA」及び「本規則」に定める基準に基づく「外国投資」の承認は、以下に定める方法の

フレームワークの範囲内において行なうことができる。「FIPPA」の下で利用可能な「外国投資」

の方法、特徴及び施設の表は、経済金融省が作成し、公表する。

a. 「外国直接投資」（FDI）

b. BOT（Build-Operate-Transfer）、バイ・バック（Buy-Back）及び「公共共同事業（Civil
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Participation）1のスキームを含む契約による取り決めのフレームワークの範囲内での「外国

投資」

第4条

「本規則」第 3 条に言及された投資の方法は、「FIPPA」及び「本規則」の投資のための手続及

び保護の適用につき、以下の共通又は特別の特徴及び利点がある。

a. 共通の特徴と利点

1. 「外国投資家」は、国内投資家に対して与えられるものと同じ扱いを享受する。

2. 金銭又は非金銭（現物）によるとを問わず、「外国資本」の輸入は、「投資ライセンス」

のみに服し、その他のライセンスを要しない。

3. 各個別案件における「外国投資」の量は、いかなる制約も受けない。

4. 「外国資本」は国有化及び接収に対する保証を与えられ、かかる場合「外国投資家」は

補償を受ける権利を有する。

5. 資本の元本並びに資本の利用から発生した収益及びキャピタル・ゲインの移転は、その

事情に従い「投資ライセンス」に定められた通り、外国通貨の形式又は物品によって行

なわれる。

6. 「投資先企業」によって生産された物品を輸出する自由は保証されており、輸出が禁止

されている場合は、生産された物品を国内市場で販売することが可能であり、販売代金

は、「本邦の公的金融ネットワーク」を通じて、外国通貨による海外送金が可能である。

b. 特別の特徴と利点

1. 「外国直接投資」（FDI）

1.1 民間セクターによる活動が許されている全ての分野において投資が可能である。

1.2 外資による株式保有割合についての制限はない。

2. 契約上の取決めによるフレームワークの範囲内での投資

2.1 法律及び／又は内閣の命令の制定により生じたファイナンス契約の執行の禁止及

び／又は障害から発生した「外国投資」が蒙った損失の補償は、満期が到来して

いる額を限度として「政府」によって保証される。

2.2 「BOT」及び「公共共同事業」スキームにおいては、政府機関が唯一の購入者及

び／又は助成的価格による物品及びサービスの供給者である場合、当該契約の当

事者である政府機関による投資プロジェクトの結果として生産された物品及びサ

ービス購入は、関連する規則に従って保証される。

第5条

「FIPPA」の下での便益と保護を享受する目的で「本邦」に対する投資の申請をするイラン国

籍の自然人及び法人は、「本邦」外における経済商業活動を証する書面による証拠を提出すること

を要する。

1 ［訳者注］法人格のないパートナーシップと類似
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第6条

「FIPPA」適用の利益なしに既にイランに対して投資をしている「外国投資家」は、承認手続

きの完了を経て、既に行なった主要な投資にかかる「FIPPA」の適用による利益を受ける。「投資

ライセンス」の発行の後、投資家は「FIPPA」の恩典（とりわけ利益の移転にかかる権利を含む。）

の全てから利益を受ける権利を有する。この類型の投資は、原則として、「外国投資」の承認の一

般的基準が適用される既存の投資とみなされる。

第7条

株式の買取及び／又は資本の増加及び／又は両者の組み合わせによる既存企業に対する「外国

投資」は、承認手続の完了を条件として、「FIPPA」の恩典による利益を受ける。創造された付加

価値は、既存企業の投資の増加並びに既存企業の経営の強化、輸出の増加及び／又は技術水準の

向上など一定の目的の成就の結果として生じる。

第8条

「外国投資」の申請にかかる審査とライセンスの発行の過程において、「本委員会」は、以下の

方法により「FIPPA」第 2 条(d)項に定める割合を調査し確認を行なわなければならない。

a. 提案されたプロジェクトの明細（生産される物品とサービスの種類と数量、当該プロジェク

トの実行と操業のタイム・スケジュール並びに国内の販売又は輸出による販売の予測を含む。）

を投資にかかる申請書式に記載する。

b. 「投資ライセンス」発行時の全セクター及びサブセクター（分野）において、国内市場に供

給される物品及びサービスの価値に関して、権限のある当局によって提供された公式の統計

を、経済金融省経済関係次官（Deputy for Economic Affairs）に提供する。「本委員会」の決

定は、各年の第一四半期の終了までは、上記の次官によって「本機構」に対して提供された

統計に基づいて行なわれる。

c. セクター及びサブセクター（分野）は「本規則」に添付されたリストに基づき区別される。

d. 「本委員会」は、本条第(a)項、(b)項及び(c)項の規定と国内市場に提供された物品とサービス

の価値に従い、「外国投資」に由来する物品とサービスの輸出にかかる投資制限からの除外を

適法に遵守しつつ、各セクター及びサブセクター（分野）における投資の量を決定し、当該

プロジェクトを承認する場合、「投資ライセンス」が発行される。

注記：「外国投資」の結果生じた物品及びサービスの価値の割合の変更並びに「投資ライセンス」

発行時に「当委員会」の決定の基礎となった国内市場に供給される物品又はサービスの価

値の変更は、いったん発行された「投資ライセンス」の有効性に影響を及ぼさない。

第9条

「BOT」契約において指定されたイラン国籍の当事者への所有権の譲渡は、契約当事者の合意

に基づき、契約期間中の所有権の順次の移転の方法又は契約期間終了時における取得した権利の

一回の譲渡の方法によって行なわれる。

第10条
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「BOT」契約においては、「外国投資家」の所有権は、「本委員会」の確認に基づき、金融上の

ファシリティを提供した機関に対して譲渡可能である。

第11条

政府機関が生産された物品とサービスの独占的購入者である場合並びに投資プロジェクトによ

って生産された物品とサービスが助成的価格で提供される場合の投資プロジェクトに関しては、

政府機関は、確立された法的フレームワークの範囲内において、生産された物品とサービスを関

連する契約に定められた価格と数量において、購入することを保証する。

第 3 章

承認制度

第12条

「本機構」は、「FIPPA」のフレームワークの範囲内において「外国投資」の承認と保護に係る

職務を遂行すると同時に、「本邦」の内外において外国投資誘致活動を行なうとともに、法的根拠

と投資機会を紹介し、研究と応用の調査を行ない、コンファレンスやセミナーを開催し、関連す

る国際組織や機関と協力し、「外国投資」に関する情報の集約、整理及び提供につき他の機関との

連携を行なう役割を負っている。

第13条

「本委員会」は、「外国資本」の承認の申請、輸入及び活動並びに資本と発生した利益の本国送

金を含むすべての投資にかかる申請を調査し決定を行なう責任を負っている。

第14条

「本委員会」の常置メンバーは、「FIPPA」第 6 条に定められた 4 人の大臣次官であり、「本委

員会」の会議は少なくとも 3 人の常置メンバーの出席を定足数とし、その決定は少なくとも 3 人

の賛成を要する。他の関係省庁の次官は、「本委員会」の会長による招集に基づき、投票権を持っ

て会議に出席する。かかる場合の決定は多数決で行なわれる。

第15条

投資家は、「本機構」に対して、関連する書式に規定された書面とともに、書面による申請を提

出する。必要な調査を行ない、関係するセクターにかかる省庁の見解を取り入れた後、「本機構」

は、最大 15 営業日以内に、「本委員会」に対して、専門家の助言とともに投資にかかる申請を提

出する。質問の受領の日から 10 日後に関係省庁から回答のない質問については、関係する投資に

つきかかる省庁が同意したものとされる。「外国投資」の受け入れが既に得られた「本委員会」に

よって採択された決定に基づき、「投資ライセンス」が起草され、経済金融大臣の確認と署名に基

づき発行される。

注記：「投資ライセンス」は「外国投資」の投資家、種類及び方法、得られた配当と利益の送金の

方法並びに全ての投資プロジェクトの承認にかかるその他の条件の明細を含むものとする。
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第 4 章

外国投資サービスセンター

第16条

「本邦」における「外国投資」の誘致、承認及び保護の分野における「本機構」の法的職務の

履行を容易にし、促進する目的で、「外国投資サービスセンター」（Center for Foreign Investment

Services）を、関係機関の代表者が配置される「当機構」の所在地に設立する。このセンターは

関係する組織への「外国投資」申請者の照会先の中心となる場所である。

第17条

経済金融省（税務にかかる国の組織、イランイスラム共和国の税関）、外務省、商務省、労働社

会省、産業工業相、ジハード e 農務省、イランイスラム共和国中央銀行、会社及び知的財産登録

総務局、環境保護機構並びに経済金融省が定めるその他の執行機関は、当該機関の最高執行権限

者の署名によって、「本機構」に対して、全権委任された代表者を派遣しなければならない。当該

指名された代表者は、雇用関係の規制の見地からは、それぞれの機関の従業員とみなされ、必要

な状況において及び投資家による「外国投資」にかかる申請及び問い合わせの分量に比例して、

「本機構」の要請に基づき、本条によりこれらの者に課せられた職務に従い、問い合わせに回答

するために「本センター」に在席するものとする。

第18条

関係機関のために行動するために派遣された代表者は、「外国投資」に関して、当該関係機関に

かかわる全ての執行上及びサービス上の問題に対する権限を有する。関係執行機関は、「FIPPA」

及び「本規則」の下で代表者に対して課された職務の忠実な履行の目的で、当該組織の他の部門

に対して、代表者の職務、責任及び権限を通知することを要し、これと同時に、「本センター」に

おける代表者に課された職務の履行を容易にするように、その機関の下での「外国投資」にかか

る行政手続の審査を行なうことを要する。

第19条

「本センター」における執行上及びサービス上の活動の継続性を維持するために、関係執行機

関は、指名した代表者に加え、当該機関の代表者が不在の時にその職務を履行する代行者として

代表権限のある別の者を導入することができる。必要な場合、関係執行機関は、「本センター」に

当該機関にかかる問題のためにシニアレベルの者を最大 2 名置くことができる。

第20条

「外国投資サービスセンター」の機能は以下の通り決定される。

1. 「外国投資家」に対する情報と必要な助言の提供

2. 「投資ライセンス」の発行について先立つ必要なライセンスに関する事項（関連機関による

設立の宣言、環境保全機構のライセンス、水、電気、燃料及び電話に関するサービス加入、



6

鉱物の探鉱及び採掘のライセンスを含むが、これに限られない。）

3. 「外国投資」にかかる個人のビザ、居住及び就業許可の発行に関する事項に必要な調整

4. 「投資ライセンス」発行後の「外国投資」に関する事項（合弁会社、注文の登録並びに資金

の国内への輸入と国外送金、税関及び税金にかかる問題を含むがこれらに限られない。）に関

して必要な調整

5. 「外国投資」の申請に関する各機関の執行部における機関の代表者の設置に必要な調整

6. 「外国投資」に関する決定の履行の監督

第 5 章

「外国資本」の輸入、評価及び登録に関する規定

第21条

現金又は現物による「外国資本」の輸入、評価及び登録に関する手続は以下に定めるものとす

る。

a. 現金による資本

1. リアルに両替する目的で、1 回又は複数回にわたって「本邦」に輸入される、FIPPA 第 11 条

第(a)項に定める外貨による現金資金は、リアルへの両替の日において、銀行の証明書に従い、

「外国投資家」の名義において、「本機構」によって登録され、FIPPA の適用を受ける。輸入

された外国通貨のリアル相当額は、「投資先企業」の口座又は投資対象プロジェクトの口座に

預金される。

2. リアルに両替されない、1 回又は複数回にわたって「本邦」に輸入される FIPPA 第 11 条(b)

項に定める外貨による現金資金は、「投資先企業」の外貨口座又は投資対象プロジェクトの口

座に預金される。これらの資金は、預金の日以後、「外国投資家」の名義で登録され、FIPPA

の適用を受ける。かかる資金は、「本機構」の監督及び確認の下で、「外国投資」にかかる外

国からの購入及び注文に使用される。

注記：「本邦の公的金融ネットワーク」は、「外国投資家」の外貨送金手形に関して、送金者の名

称、外貨の額、外貨の種類、受領日、両替日、「投資先企業」の名称並びに（リアルへの両

替の場合の）輸入した外貨のリアル相当額を含む、手形の明細を、「本機構」に直接証明す

るために必要となる。

b. 現物による（非現金の）資本

現物による「外国資本」は FIPPA 第 1 条における「外国資本」の定義の(b)項、(c)項及び(d)項

に述べられた品目を含み、その輸入、評価及び登録は以下に定める通りである。

1. 上記(b)項及び(c)項に言及された現物による「外国資本」（機械、設備、器具、スペア、コン

プリート・ノックダウン生産の部品、原料、添加材および補助材を含む。）に関して、商務省

は、現物による「外国資本」品目の輸入にかかる「本機構」の承認の通知を受けた後に、注

文にかかる統計上の登録を行ない、輸入品目の評価と通関の目的で、税関事務所に連絡をし

なければならない。税関による輸入品目の価額の評価は、認可された評価とみなされ、投資
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家の要請に基づき、輸入ライセンスに記載された価額に運送及び保険の費用を加えた額が、

「外国投資家の名義で登録され、税関を通関した日以後、FIPPA の適用を受ける。税関の評

価と「本委員会」が承認した（非現金品目の）明細リストに記載された価格とが異なる場合、

税関の評価を「本機構」並びに会社及び知的財産登録総務局における「外国資本」の登録の

基礎とする。

注記 1：商務省と「本機構」は、本規則の公布日から 1 カ月以内に、本項の下での非現金の「外

国資本」品目の注文の統計上の登録のための特別の書式を準備する措置をとり、これに従

って行動しなければならない。

注記 2：イランイスラム共和国の税関は、中古の機械及び設備の価額を、中古価格で評価しなけ

ればならない。

注記 3：「本邦」に輸入された非金銭の「外国資本」の瑕疵、損壊、使用不能であること及び／又

は「本委員会」が承認したリストに記載の明細に一致しないことが発見された場合、当該

事項は「本委員会」に付され、輸入された資本の輸入品の価値のうち「本委員会」が確認

しない部分については、輸入された資本の口座から控除される。

2. FIPPA 第 1 条第(d)項記載の資本品目（特許、ノウハウ、商標及び商号及び専門的サービスを

含む。）に関しては、「本機構」は、必要な調査の上、「本委員会」に対して、技術及びサービ

ス契約における契約上の確約の履行状況についての報告を提出し、「本委員会」は承認された

金額を「外国資本」として登録し、かかる金額は、「本委員会」が起草し、経済金融大臣が承

認する指令文書の枠内で FIPPA の適用を受けるものとする。

第 6 章

資本及びキャピタル・ゲインの本国送金に関する規定

第22条

FIPPA の適用を受ける資本、利益及び資本の価値の増加から生じた利得の送金にかかる全ての

申請は、イラン公認会計士協会に所属する監査法人の報告によって裏付けられたものでなければ

ならない。かかる送金は、全ての法的賦課金を控除した後に、監査法人が証明した金額を上限と

して行なわれる。

第23条

FIPPA 第 3 条第(a)項に規定された投資にかかる元本資本、利益及び資本価値の増加の結果とし

て生じた利得の送金は、外貨の形式及び／又は「外国投資家」の要請による、許容された物品の

輸出によって行なうことが許されている。FIPPA 第 3 条第(b)項に規定された投資にかかる資本と

利益の本国送金は、製品の輸出による外貨収入を源泉として又は「投資先企業」が提供するサー

ビスによる外貨収入を源泉として及び／又は許容された物品の輸出によって行なうことが許され

ている。「本委員会」は、「外国投資家」に帰属する元本資本、利益額及びキャピタル・ゲインの

最新の状況にかかる監査法人の報告に基づき、送金可能額を決定し、経済金融大臣の確認により、
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事案ごとに本国送金の許可を発行する。

注記：FIPPA 第 3 条第(b)項に規定された投資に関しては、輸出規制の結果、資金の送金のための

外貨の供給が迅速かつ可能と「本委員会」が判断する場合は、必要とされる外貨が銀行シ

ステムを経由して利用できるようにされるものとする。

第24条

「投資ライセンス」が FIPPA 第 17 条第(b)項及び／又は第(c)項を言及している場合、かかるラ

イセンスは輸出ライセンスとみなされ、「投資先企業」は、その輸出収入を国内及び／又は外国の

銀行におけるエスクロー口座に預金することができ、「投資ライセンス」に指定された目的のため

に、かかる口座から直接引き出し、「外国投資家」に対して支払うことができる。引出可能額を超

えて得られた外貨の額は、「本邦」の外国為替規制に服する。いずれにせよ、「投資先企業」は、

関連する支払を行なった後、「本機構」に対して、書面による通知を、輸出証明書の提出と共に行

なう必要がある。

第25条

「外国投資」の輸出による外貨収入は、「本委員会」が指定する限度内において、「本邦」に輸

出収入を再投資する確約等の現在及び将来の政府規制による輸出制限規則及び外国為替規制の免

除を受ける。

第26条

法律上の制約及び／又は政府の定める誓約の結果「投資先企業」がその製品を輸出できない場

合、輸出を妨げているかかる法律上の制約及び／又は政府の決定が効力を有する限りにおいて、

その製品を売却すること、「投資ライセンス」記載の外貨必要額に相当するリアルを提供すること

によって、銀行システムより必要外貨を購入し、送金すること及び／又は（その者が欲する場合

は）承認された物品を輸出することが認められる。

第27条

「外国投資家」は、FIPPA に定める送金可能資金を、「本委員会」の確認を得て、経済金融大

臣の確認に基づき、銀行システムより購入することができ、これを有効に送金することができる。

また、イランイスラム中央銀行は、この目的のために、銀行システムに対して必要な外貨を利用

できるようにする。

第28条

「外国投資家」が関連する行政上の手続の完了の日から 6 カ月の期間内に送金可能資金を海外

に送金しない場合、かかる資金は、FIPPA の適用外とされる。かかる資金に関する FIPPA の適

用の継続は、「本委員会」の承認により可能である。

第29条

「外国投資家」は、希望すれば、「本委員会」の許可により、FIPPA 第 13 条、第 14 条及び第
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15 条に従い送金可能金額の全部又は一部を、同じ企業の資本増加のために使用したり、「投資家

ライセンス」の取得のための法的手続の完了後、新しい投資に利用したりすることができる。

第30条

政府は、イランイスラム共和国憲法の原則第 138 条を適法に遵守しつつ、投資最高評議会（High

Council for Investment）に属する閣僚に対して、FIPPA 第 17 条注記 2.の許容されたコミットメ

ントの範囲を決定する権限を（本条により）委任する。「本委員会」は、「投資ライセンス」に定

める投資最高評議会による容認可能な確約の限度内における満期のコミットメントを上限として、

ファイナンスにかかる契約の実行の禁止及び／又は中断から生じた損害の範囲を決定する権限が

ある。本条に定める権限にかかる決定は、上記評議会の多数メンバーによる合意に基づき行なわ

れる。採択された決定は、大統領が確認した場合、閣僚評議会の内部規則第 19 条に従い公布され

る。

第31条

「外国投資家」がイランにおける投資を付保し、保険証券の規定に従い、非商業的リスクから

生じた損失の補償につき、投資家に対して、保険証券の下での支払を行なったことを原因として、

保険機関が投資家に代位した場合、代位者は損失に対する支払を行なった原因たる権利と同一の

権利を行使することができる。この代位は、第4条及び／又は第10条の規定に従っていない限り、

資本の譲渡とはみなされない。

第 7 章

一般的規定

第32条

「外国投資家」は、「投資ライセンス」の通知日以降、投資プロジェクトの特色に基づき「本委

員会」が決定した期間内において、自身の資本の一部を、当該プロジェクト実行の確定的な意思

のしるしとして、「本邦」に輸入しなければならない。投資家が決定された期間内に「本邦」に資

本の一部を輸入せず、及び／又は正当な理由の提出により期間の延長の申請をしない場合、「投資

ライセンス」は無効とみなされる。

第33条

「外国投資家」は、「本委員会」に対して、その名称、資格、国籍及び 30%を超える所有関係

の変更を通知しなければならない。

第34条

「外国投資」の結果イランの会社を設立する場合、会社名義の土地所有は、「本機構」の裁量に

より、投資プロジェクトに適合した大きさにおいて許容される。

第35条
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関連行政機関（外務省、内務省、労働社会省及びイランイスラム共和国懲戒部隊（警察）を含

むが、これらに限られない。）は、投資家らの資格を確認する「本機構」の要請に応じて、以下の

方法により、外国 FIPPA が適用される投資にかかる投資家、取締役、専門家及びその直近の家族

のビザ、居住許可及び就労許可の発行を行なわなければならない。

a) 外務省は、「本機構」の要請を受領後、イランイスラム共和国の在外公館に対して申請された

ビザの種類に応じて、1 回入国用ビザ又は当該個人の入国ごと 3 ヵ月の居住許可を伴なった

複数回入国用ビザ（3 年間）の発行許可の連絡をする。

b) 投資のための入国ビザを取得した上記の者は、「本邦」に入国後、イランイスラム共和国懲戒

部隊（警察）に照会をして、かかる投資が FIPPA の適用対象であると確認する「本機構」の

正式文書を提出し、3 年間の居住許可を取得できる。労働社会省は居住許可の発行により、

かかる個人に対して就労許可を発行する義務がある。

c) 上記の外国投資家による 3 年間の居住許可の取得により「本邦」の出入国に必要な入国及び

出国ビザの免除を受ける。

第36条

FIPPA 第 21 条による「本機構」の一般的情報公開にかかる責任は、事業の実践上公開可能な

情報に限定される。「本委員会」は情報が公開可能か否かにつき決定する権限を与えられている。

第37条

「本機構」及び「本委員会」は、FIPPA 及び本規則が企図する機能と義務を実行する目的のた

めに、必要に応じてイラン公認会計士協会に所属する監査法人その他の個人又は組織による有資

格企業の助言及び専門的なサービスを利用することが許されている。

第38条

本規則の規定に反する「外国投資」にかかる閣僚評議会の決定に含まれる規定の全ては、本規

則の施行日に廃止される。
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FIPPA 第 2 条第(d)項に定める産業セクター及び産業サブセクター

産業セクター 産業サブセクター

農業 －農場経営及び園芸農業

－家畜及び養蚕

－林業及び牧場

－漁業及び養殖業

鉱業 －石油及び天然ガス（探鉱、採掘及び輸送）

－その他鉱物（探鉱、採掘及び加工）

工業 －食品、飲料及びタバコ

－織物、衣料及び皮革

－セルロース加工物（木材、紙等）、印刷出版

－化合物、オイル、派生品、ゴム及びプラスチック

－石油及び石炭以外の非金属鉱物

－基礎鉱物

－輸送機器及び自動車

－電動機械及び設備（他の分類に含まれないもの）

－医療用、光学及び精密機器

－リサイクリング

水、電気及びガス供給 －上下水にかかる回収、浄水、供給、輸送及び配給

－発電、送電及び給電

－天然ガスの精製と配給

建設 －インフラ

－建築（ビル、住宅）

－建築資材

運輸及び通信 －鉄道輸送

－道路輸送

－パイプライン輸送

－水運

－空輸

－サポートサービス

－郵便及び電信

サービス －金融サービス（保険、銀行等）

－旅行

－公務

－市政

－教育及び調査

－その他のサービス（エンジニアリング、デザイン等）



12

FIPPA の下で利用可能な外国投資の方法、特徴及び便益

投資の方法 投資分野

投資の輸入の種類と

方法

（現金又は非現金）

投資の量及び株

式保有割合
資本の担保／保証

外貨送金

元本資本／利益
技術及びサービス

契約の金額

外国直接投資

（FDI）

全ての分野が民

間セクターに開

放されている。

－「外国投資委員会」

（FIB）の承認を条

件とし、「投資ライ

センス」に規定され

る。

－その他のライセン

スは不要である。

－限度はない。 －接収及び国有化に対す

る補償のための保証

－輸出に対する保証及び

輸出禁止の結果として

生じる外貨の利用可能

－国内投資家に与えられ

るものと平等の待遇を

享受する。

－外貨の形式に制

限はない。

－物品の形式にお

いて輸出向けプ

ロジェクトのた

めの制限はな

い。

－外貨の形式に制

限はない。

－物品の形式にお

いて輸出向けプ

ロジェクトのた

めの制限はな

い。

契約上のアレン

ジメント

“Build-Operate

–Transfer”

（B.O.T）スキ

ーム

全ての分野が民

間セクター及び

政府セクターに

開放されている。

－「外国投資委員会」

（FIB）の承認を条

件とし、「投資ライ

センス」に規定され

る。

－その他のライセン

スは不要である。

－限度はない。 －接収及び国有化に対す

る補償のための保証

－輸出に対する保証及び

輸出禁止の結果として

生じる外貨の利用可能

－国内投資家に与えられ

るものと平等の待遇を

享受する。

－法律又は内閣の命令の

制定によるファイナン

ス契約の実行の禁止又

は中断の結果生じる損

－外貨の形式に制

限はない。

－物品の形式にお

いて輸出向けプ

ロジェクトのた

めの制限はな

い。
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失の補償のための保証

－政府が購入物品及びサ

ービスの独占的購入者

である場合における物

品の購入のための保証

Buy-Back 全ての分野が民

間セクター及び

政府セクターに

開放されている。

－「外国投資委員会」

（FIB）の承認を条

件とし、「投資ライ

センス」に規定され

る。

－その他のライセン

スは不要である。

－投資額に関す

る制限はない。

－株式保有割合

は適用されな

い。

－接収及び国有化に対す

る補償のための保証

－輸出に対する保証及び

輸出禁止の結果として

生じる外貨の利用可能

－国内投資家に与えられ

るものと平等の待遇を

享受する。

－法律又は内閣の命令の

制定によるファイナン

ス契約の実行の禁止又

は中断の結果生じる損

失の補償のための保証

－物品の形式にお

いて制限はな

い。

公共共同事業

(Civil

Participation)

全ての分野が民

間セクター及び

政府セクターに

開放されている。

－「外国投資委員会」

（FIB）の承認を条

件とし、「投資ライ

センス」に規定され

る。

－制限はない。 －接収及び国有化に対す

る補償のための保証

－輸出に対する保証及び

輸出禁止の結果として

生じる外貨の利用可能

－外貨の形式に制

限はない。

－輸出プロジェク

トのための物品

の形式に制限は

－外貨の形式に制

限はない。

－輸出プロジェク

トのための物品

の形式に制限は
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－その他のライセン

スは不要である。

－国内投資家に与えられ

るものと平等の待遇を

享受する。

－法律又は内閣の命令の

制定によるファイナン

ス契約の実行の禁止又

は中断の結果生じる損

失の補償のための保証

ない。 ない。

定義：

「外国直接投資」：「外国投資家」による既存又は新規のイランの会社への参加。

「契約上のアレンジメント」：「外国資本」の利用が専ら契約当事者間の契約上の合意に基づく内容の仕組みを含む。

「Build-Operate-Transfer」：「外国投資家」は、イランの当事者と契約上のアレンジメントを締結し、プロジェクト会社としてイランの会社及び／又

は支店を設立し、プロジェクトの建設及び／又は操業を開始する方法により、自らの責任において投資を行なうプロジェクトのための現金又は非現金

の金融資源を利用可能とする。BOT にはそれぞれ特徴のある多様性を有する。

「Buy-Back アレンジメント」：「外国投資家」は、受け手である「投資先企業」に対して、建設、拡張及び／又は更新のための現金又は非現金の金融

資源を利用させる。この方法においては、資本の本国送金は、「投資先企業」が生産する物品及びサービス及び／又はその他の物品の形式で行なわれ

る。

「公共共同事業」：共同事業の実現のために締結される契約上のアレンジメントであって、法主体の設立を必要としないもの。パートナーシップ当事

者の投資の回収及び利益分配は、契約に従って行なわれる。「公共共同事業」は、「外国投資家」が、会社の設立なしに、投資による便益を受ける権利

を有するその他全ての事業体を構成する。「公共共同事業」にかかるファイナンスの先例はイランにおいて各当事者の帳簿に登録されなければならな

い。


