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本試訳は FIPPA 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

「FIPPA」において用いられる用語と表現は以下の意義を有する。

「FIPPA」 ：外国投資誘致保護法（The Foreign Investment Promotion and

Protection Act）

「外国投資家」 ：第 6 条に言及された「投資ライセンス」を取得したイラン国籍外の自

然人若しくは法人及び／又はイラン国籍人であって外国を出所とする

資本を用いる者

「外国資本」 ：現金又は非現金（現物）によるかを問わず「外国投資家」によって「本

邦」に持ち込まれた諸々の種類の資本であって、以下のものから構成

される。

a) 銀行システム又はイランイスラム共和国中央銀行が認めるその他

の方法によって、「本邦」に持ち込まれた交換可能通貨の形式によ

る現金

b) 機械及び設備

c) 器具及びスペア、部品、コンプリート・ノックダウン生産の部品及

び原料、添加材および補助材

d) 特許権、技術上のノウハウ、商標及び商号及び専門的サービス

e) 譲渡可能な「外国投資家」の配当

f) 閣僚評議会が承認したその他の物

「外国投資」 ：「投資ライセンス」取得後の新規又は既存の経済的事業における「外国

資本」の利用

「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

「本機構」 ：1974 年 7 月 15 日制定の経済金融省設立法第 5 条に言及された、イラ

ン投資経済技術援助機構（Organization for Investment, Economic

and Technical Assistance of Iran）

「本委員会」 ：「FIPPA」第 6 条に言及された外国投資委員会（Foreign Investment

Board）

第 2 章

外国資本の承認の一般的条件

第2条

外国資本の承認は、産業、鉱業、農業及びサービスにおける生産的活動の発展及び誘致の目的

のために、「FIPPA」に従い、その他の「本邦」の現行法及び規則を適法に遵守し、以下の基準に

従い、行なわれる。
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a) 経済成長をもたらし、技術を向上させ、製品の品質を向上させ、雇用機会と輸出を増加させ

ること。

b) 国家安全保障と公共の利益の脅威を引き起こさず、環境被害を生じないこと。「本邦」の経済

を混乱させず、国内投資による生産を危険にさらさないこと。

c) 政府による「外国投資家」に対するコンセッションの付与を伴わないこと。コンセッション

とは「外国投資家」を独占的な地位に置く特別な権利を意味する。

d) 「FIPPA」が企図する「外国投資」によって生産された物品及びサービスの価値の、国内市

場に供給される物品及びサービスの価値に対する割合が、「投資ライセンス」発行時において、

産業セクターにつき 25％を超えず、各産業サブセクターにつき 35％を超えないこと。1各産

業サブセクターと各産業サブセクターに対する投資の範囲は閣僚評議会によって承認された

「施行規則」によって決定される。石油を除き、輸出目的の物品とサービスの生産は、上記

の割合の適用を受けない。

注記：1921 年制定の外国籍による不動産所有に関する法律は現在も有効である。「FIPPA」のフ

レームワークにおいて、「外国投資家」名義による土地所有は、いかなる種類又はいかなる

範囲においても認められていない。

第3条

「FIPPA」の規定に従い認められる「外国投資」は、「FIPPA」の下で利用できる便宜と保護を

享受する。かかる投資は、以下の 2 つのカテゴリーの下で認められる。

a) 民間セクターの活動が認められている分野での「外国直接投資」

b) 「公共共同事業」（Civil Participation）、「バイ・バック」（Buy-Back）及び BOT

（Build-Operate-Transfer）のフレームワークにおける全てのセクターに対する「外国投資」

であって、資本に対するリターン及び発生した利益は、投資が行なわれたプロジェクトの経

済的なパフォーマンスによってのみ発生し、かかる資本に対するリターンと発生した利益は、

「政府」又は政府企業及び／又は銀行による保証に依存しないもの

注記：本条(b)項に言及された BOT スキームにおける投資と発生した利益が償却されない限りに

おいては、投資対象の経済企業残存資本に対する「外国投資家」による所有権の行使が認

められる。

第4条

一つの外国政府又は複数の外国政府によるイランイスラム共和国に対する投資は、イスラム諮

問会議（Islamic Consultative Assembly）による、ケース・バイ・ケースの承認によるものとす

る。外国政府企業による投資は民間の活動のみとみなされる。

第 3 章

権限のある機関

1 ［訳者注］外国資本による国内市場の独占を排除するための規定である。
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第5条

「本機構」は、「本邦」への「外国投資」の誘致及び「外国投資」にかかる全ての問題の調査の

ための唯一の公的機関である。資本の承認、輸入、利用及び本国送金等の事項にかかる「外国投

資家」による申請は「本機構」に対して提出されるものとする。

第6条

第 5 条に言及された申請の調査及び意思決定の目的で、「外国投資委員会」（Foreign Investment

Board）と名付けられた委員会を設立し、委員会の会長は職権上「本機構」の総裁である経済金

融副大臣とし、外務副大臣、国家運営計画機構の副総裁、イランイスラム共和国中央銀行の副頭

取及び（必要に応じて）関連省庁の副大臣から構成される。承認申請に関しては、「投資ライセン

ス」は、「本委員会」の承認を経て、経済金融大臣の確認と署名に基づき発行される。「外国投資」

の承認の際には、「本委員会」は「FIPPA」第 2 条に言及された基準を遵守しなければならない。

注記：「本機構」は、申請を受領した日から最大 15 日間の期間内に、暫定的審査を経て、「本委員

会」に対して、「機構」の勧告とともに投資に係る申請を提出しなければならない。「本委

員会」は提出の日から最大 1 カ月の期間内に申請を審査し、書面により最終決定をしなけ

ればならない。

第7条

「本邦」に対する「外国投資」の承認と活動にかかる問題を支援し迅速化するために、全ての

関連機関（経済金融省、外務省、商務省、労働社会省、イランイスラム共和国中央銀行、イラン

イスラム共和国税関、会社及び知的財産登録総務局並びに環境保護機構は、当該機構の最高権限

者によって、「本機構」に対して、全権委任された代表者を指定することを要する。かかる代表者

は、各機関の「本機構」に対する関係での全ての問題につき連絡担当及びコーディネーターとし

て活動するものとする。

第 4 章

外国資本の保証と移転

第8条

「FIPPA」に基づき「外国投資」は国内投資と同等な全ての権利、保護及び便宜を享受するこ

とが保証される。

第9条

「外国投資」は、公共の利益のための法的手続による、非差別的な方法による、接収直前の現

実の投資価値に基づく適切な補償を対価とするもの以外には、接収又は国有化に服さない。

注記 1：補償の申請は、接収又は国有化の日から 1 年以内に、「本委員会」に対して提出されなけ

ればならない。

注記 2：接収又は国有化から生じる紛争は、「FIPPA」第 19 条の規定に従い解決される。
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第10条

「外国資本」の全部又は一部の国内投資家に対する譲渡は許容され、別の「外国投資家」に対

する譲渡は、「本委員会」の承認及び経済金融大臣の確認により許容される。別の「外国投資家」

に対する譲渡の場合、譲受人は、少なくとも「FIPPA」の観点において、当初投資家と同じ資格

を有するか、これに代わる者及び／又は従前の投資家とパートナーとなる者であることを要する。

第 5 章

「外国資本」の承認、輸入及び本国送金にかかる規定

第11条

「外国資本」は、本法に定める以下の方法の一つ又はその組み合わせにより、「本邦」に輸入す

ることができる。

a) イラン・リアルに両替された現金による資金

b) イラン・リアルに両替されていないが「外国投資」に関する購入と注文に直接使用される現

金による資金

c) 権限のある当局による評価を経た非金銭の物品

注記：評価の方法の手続と「外国資本」の登録は「FIPPA」の「施行規則」によって決定される。

第12条

「外国資本」の輸入時又は本国送金時に適用される外国為替レート及び（統一交換レート適用

の場合の）全ての外国為替送金にかかる交換レートは、「本邦」の公的ネットワークで通用してい

るレートと同じとする。かかるレートがなければ、適用される交換レートは、イランイスラム共

和国中央銀行が承認する自由な市場レートとする。

第13条

「外国資本」の元本及びその利益又は「本邦」に残存する資本は、「本委員会」に対して 3 カ月

の事前の通知をし、全ての債務を履行し法律上義務付けられた支払（legal due）を行なった後に、

「本委員会」の承認と経済金融大臣の確認に基づき、外国に送金することができる。

第14条

「外国投資」から生じた利益は、公租公課及び法定準備金を控除し、「本委員会」の承認と経済

金融大臣の確認に基づき、外国に送金することができる。

第15条

「外国投資家」の金融ファシリティの元本の分割払及びこれに関する費用、特許権、技術的ノ

ウハウ、技術及びエンジニアリングの支援、商標、商号、経営にかかる契約並びに関連「外国投

資」のフレームワーク内での同様の契約にかかる支払は、「本委員会」の承認と経済金融大臣の確

認に基づき、外国に送金することができる。
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第16条

第 13 条、第 14 条及び第 15 条に言及された送金は、「FIPPA」第 3 条の第(b)項の定めに従って

行なわれなければならない。

第17条

「FIPPA」第 14 条、第 15 条及び第 16 条に言及された送金に必要な外貨は以下の方法により

調達することができる。

a) バンキングシステムからの外貨の購入

b) 製品の輸出から得られた外貨及び／又は「外国資本」が起用された経済的事業のサービス活

動から得られた外貨

c) 関連法及び規則に従い本項の実行のため閣僚評議会によって承認されたリストに特定された

許可品目の輸出

注記 1：上記の方法の 1 つ又はその組み合わせにかかる申請は「投資ライセンス」において特定

されなければならない。

注記 2：第 3 条(b)項に言及された投資に関しては、法の制定又は内閣の命令の結果「FIPPA」の

フレームワーク内で承認されたファイナンスに係る契約の実行が禁止又は妨げられた場合、

その結果として生じる損失は、その満期が到来している分割払の最高額まで、「政府」によ

って補償され（provide）、支払われる。「FIPPA」のフレームワーク内での許容されたコミ

ットメントの範囲は閣僚評議会によって承認される。

注記 3：イランイスラム共和国中央銀行は、「本機構」の合意及び経済金融大臣の確認に基づき、

「外国投資家」に対して、本条(a)項に言及された送金可能金額に相当する外国通貨を利用

できるよう確保しなければならない。

注記 4：「投資ライセンス」が本条(b)項及び／又は(c)項を言及する場合は、本ライセンスは輸出ラ

イセンスとみなされる。

第18条

「投資ライセンス」のフレームワークの範囲内で「本邦」に輸入されたが使用されていない「外

国資本」の部分の外国送金は、全て外国為替及び輸出入法規の適用除外となる。

第 6 章

紛争の解決

第19条

「FIPPA」の元での投資に関する「政府」と「外国投資家」との間で生じた紛争は、交渉によ

って解決できない場合、「外国投資家」の政府との間の二国間投資協定を批准する「法律」におい

てその他の紛争解決手段を定めていなければ、住所地の裁判所に付託される。

第７章
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最終規定

第20条

関連する執行機関は、「本機構」の要請に基づき、「外国投資家」、マネージャー及び「FIPPA」

の下での「外国投資」に関連する民間セクターの専門家並びにその直近の親族のための、入国ビ

ザ、居住許可、就労及び雇用許可の発行のために相互の義務に関する方策を取らなければならな

い。

注記：「本機構」と執行機関との間の意見の相違は経済金融大臣の意見により解決される。

第21条

「本機構」は、投資、「外国投資家」、投資機会、イランにおけるパートナー、活動分野その他

「本機構」が入手した情報にかかる全ての情報について、一般大衆によるアクセスを確保するこ

とが必要とされる。

第22条

その名称によって法律の適用が必要と規定された全ての省庁、政府の企業及び組織並びに公的

機関は、「本機構」が前条に従って業務を遂行できるように、「本機構」に対して、実行された「外

国投資」並びに「外国投資家」に必要な情報を提供する義務を負う。

第23条

経済金融大臣は、6 カ月毎に、イスラム諮問会議（Islamic Consultative Agency）の関係委員

会に対して、「FIPPA」の下での「外国投資」にかかる「本機構」の履行状況を反映した報告書を

提出することを必要とする。

第24条

「FIPPA」及びその「施行規則」の制定日以降、1955 年 11 月 28 日に制定された「外国投資

の誘引及び保護法」（Law for Attraction and Protection of Foreign Investments）及びその「施

行規則」は廃止される。上記の法律の下で以前承認された「外国資本」は「FIPPA」の適用を受

ける。「FIPPA」の規定は、「FIPPA」の廃止又は変更が明示的に規定された法律及び規則による

場合に限り、後行する法律及び規則によって廃止又は変更される。

第25条

「FIPPA」の「施行規則」は経済金融省によって作成され、2 ヵ月以内に閣僚評議会（Council

of Ministers）によって承認される。

上記の 25 の条文及び 11 の注記から構成される上記の法律は、2002 年 3 月 10 日（日曜日）のセ

ッションにおいて、イスラム諮問会議（Islamic Consultative Assembly）によって制定された。

当初の部分である第 1 条、第 2 条、第 2 条(c)項及び(d)項、第 3 条(b)項及び第 17 条注記 2 は 2002
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年 5 月 25 日（土曜日）における会議において、「促進評議会」（Expediency Council）によって

承認された。


