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Points to cover
本日の内容

• Overview of the legal framework in Iraq
イラク法制度の概要

• Establishment options in Iraq and practical considerations
イラクにおける事業展開の選択肢と実務上の留意点

• Commercial agency
商事代理

• IP regulation, real estate, labour law and contract issues
知的財産法制、不動産法、労働法と契約法の論点

• Dispute resolution
紛争解決

• Oil and gas law and regulation
石油・天然ガスに関する法規制
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Overview of the legal framework in Iraq
イラク法制度の概要

• Administrative structure
行政機構

 Democratic republic as provided for in the 2005 Iraqi constitution
2005年のイラク憲法に基づく共和制民主国家

 One primary legislative body known as the Council of Representatives
主な立法機関は国民議会

• Federal v. regional administration
イラク連邦および地方行政

 Constitution allows for semi-autonomous administrative regions
イラク憲法は半自治権を有する行政区域を認めている

 Different powers reserved for federal government and regional government
イラク連邦と地域政府はそれぞれ異なった権限を有する

 Some powers are shared
一部の分野では共同して権限を有する
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Overview of the legal framework in Iraq
イラク法制度の概要
• Kurdistan
クルディスタン地域

 Iraqi law applies to Kurdistan where the law was passed before 1991
1991年前に制定されたイラク法はクルディスタン地域においても適用

 Post 1991 Kurdish law prevails, other than in relation to areas within federal control (if no
Kurdish law exists)
1991年以降のクルド法は存続するが、クルド法が存在しない場合はイラク連邦法が適用される

• Foundation of laws
イラク法制度の基礎

 Influenced by Egyptian law
エジプト民法の影響

 Influence of Shari’ah law
シャリーア法の影響

 laws remain in current force from pre-Saddam Hussein era, the Saddam Hussein regime,
CPA and post 2005 republic
現在有効な法律はサダム・フセイン以前のもの、サダム・フセイン政権のもの、CPAによるもの、
および2005年共和制以後のものを含む
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Establishment options in Iraq – 2006 Investment Law (1)
イラクにおける事業展開の選択肢 – 2006年投資法 (1)

• No foreign investment restrictions
外国投資の制限がなし

 No legal prohibition
法律上の禁止はなし

• Investment Law
投資法

 Aim is to promote domestic and foreign investment by providing
incentives and protection
目的は、インセンティブや保護を与えることによりイラクに対する国内外からの投資を
促すこと

 New 2009 change for foreign ownership of land
2009年には外国人による土地保有にかかる新たな改正
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Establishment options in Iraq – 2006 Investment Law (2)
イラクにおける事業展開の選択肢 – 2006年投資法 (2)

• Awarded to “projects”
付与対象は「プロジェクト」

 Not to the operating entity
プロジェクトを実行する企業ではない

 Minimum capital requirement is US$250,000
最低資本要件は25万米ドル

• Key benefits and protections
主なメリットと保護

 Easier repatriation of capital and profits
資本と利益の本国への送金がより容易に

 Certain protections from seizure and nationalisation
収用や国有化に対する一定の保護

 Right to lease land
土地を賃貸借する権利

 Easier employment of non-Iraqi nationals
非イラク人の雇用がより容易に

 Tax exemptions
租税の控除
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Establishment options in Iraq – 2006 Investment Law (3)
イラクにおける事業展開の選択肢 – 2006年投資法 (3)

• Obligations on the investor
投資家の義務

 NIC will look for at least 50% of workforce to be Iraqi nationals
NICはプロジェクト要員の50％以上をイラク国民が占めることを求め

 Information requirements
情報届出義務

 Adherence to timeframes
計画の忠実な実行

 Adherence to Iraqi laws
イラク法の遵守



8

Establishment options in Iraq – 2006 Investment Law (4)
イラクにおける事業展開の選択肢 – 2006年投資法 (4)

• National Investment Commission
国家投資委員会（ＮＩＣ）

 Body which awards investment licences
投資ライセンスを付与する機関

 Need to submit to NIC report on financial competency, details
of past and current projects and details of proposed Iraqi
project with timescales
NICに対して経済的能力、過去および現在のプロジェクトの詳細、ならびに
新規プロジェクトの詳細（作業予定表を含む）を提出する必要あり

• NIC liaises with other relevant authorities
NICは他の関係機関と連携している
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Establishment options in Iraq – choice of vehicle
イラクにおける事業展開の選択肢 – 事業形態の選択

• Limited liability company (LLC)
有限責任会社

 Can be wholly private or mixed private and State owned
完全民間所有または民間と国家の混合所有が可能

 Limited liability of the LLC’s shareholders
LLCの株主が負う責任は有限

 Minimum capital requirement of ID1 million (JPY79,000) fully paid up and 
deposited in an Iraqi bank account
最低資本要件は100万イラク・ディナール（日本円で7万9千円相当）であり、これは全額が払い
込まれ、イラクの銀行口座に預け入れる必要あり
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 Requirement to hold a general assembly every six months in 
Iraq
6ヶ月毎にイラク国内で株主総会を開く必要あり

 Certain shareholder resolutions require the majority of votes 
attached to all shares to be in favour
一部の株主決議には、すべての株式にかかる議決権の過半数を要する

 Company is managed by a “managing director” 
会社は、「代表取締役」が経営

 Difficult to amend the constitutional documents
基本文書の修正は困難

Establishment options in Iraq – choice of vehicle
イラクにおける事業展開の選択肢 – 事業形態の選択
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Establishment options in Iraq – choice of vehicle
イラクにおける事業展開の選択肢 – 事業形態の選択

• Joint stock companies (JSC)
株式会社

 Similar requirements to a LLC
LLCと類似した要件

 Public offer of shares is a requirement, but not on the Stock Exchange
株式の公募が要件であるが、証券取引所を通して行う必要はない

 Minimum share capital is ID2 million (JPY158,000)
最低資本要件は200万イラク・ディナール（日本円で15万8千円相当）
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 General assembly meetings are only once per year in Baghdad

株主総会は、年に1回のみバグダッドで開催

 Prohibition on founders transferring shares in the first year of 

the JSC's incorporation

発起人による株式譲渡はJSC設立後1年間は禁止

 Managed by a board of directors of between five and nine 

members who meet at least once every two months in Iraq

5人以上9人以下からなる取締役会が経営、少なくとも2ヶ月に1回にイラク
国内で取締役会を開催

Establishment options in Iraq – choice of vehicle
イラクにおける事業展開の選択肢 – 事業形態の選択
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Establishment options in Iraq – choice of vehicle
イラクにおける事業展開の選択肢 – 事業形態の選択

• Branch and representative offices
支店と駐在員事務所

 No separate legal personality from the foreign parent company
外国の親会社から独立した法人格を有せず

 Branch offices only used where foreign parent has entered into a contract 

with an Iraqi government entity
支店の設置は、外国の親会社がイラク政府機関と契約を締結している場合のみ可能

 Representative office is restricted to marketing and promotional activities
駐在員事務所の活動は販売および販促に限定

 Required to nominate an agent for service of legal process in Iraq
イラクにおける法的手続きのため、送達代理人を指名する必要あり
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Establishment options in Iraq – practical considerations
イラクにおける事業展開の選択肢 – 実務上の留意点

• Role of the Companies Registry
会社登記局の役割

 more like a regulator than a depositary of information 
会社情報を登録する機関よりもむしろ規制当局として機能

• Establishment of a bank account in Iraq
イラクにおける銀行口座の開設

 a requirement in order to deposit the company capital
会社資本の預け入れのための要件

• Signed lease for business premises
事業用地にかかる署名済みの賃貸借契約書

 also a requirement
これも要件
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Establishment options in Iraq – practical considerations
イラクにおける事業展開の選択肢 – 実務上の留意点

• Trade licence
商業ライセンス

 obtained from the Ministry of Trade and the Companies 
Registry
商務省と会社登記局より取得

• Business insurance
事業保険

 difficult to obtain currently within Iraq
現在、イラク国内では入手困難
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Commercial agency in Iraq
イラクにおける商事代理

• Relaxed regime

緩やかな規制体制

 more liberal than other Middle East countries 
他の中東諸国と比べて自由

• No requirement for import

輸入要件なし

 a foreign manufacturer with no Iraqi presence does not need to use a 

commercial agent to bring goods into Iraq
イラクに拠点を有さない外国のメーカーは、商事代理人を利用せずにイラクに物
品を輸入できる
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Commercial agency in Iraq
イラクにおける商事代理

• Direct sales and own sales possible
直接販売も自己販売も可能

 no requirement to use a commercial agent to sell into Iraq
対イラク販売のために商事代理人を利用する必要なし

• Agency laws not restrictive
商事代理法は非限定的

 no nationality requirement
国籍要件なし

 few protections for agents
代理人の保護も少ない
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IP regulation in Iraq
イラクにおける知的財産法制

• IP laws being modernised
知的財産法は近代化中

 CPA amended laws in order to assist Iraq in joining the WTO (currently an
observer government)
イラクのWTO加盟に向けて、CPAによる法改正が実施された（現在はオブザーバー国）

• Main types of IP protection
主な知的財産の保護

 Trade marks
商標
 Registrable at Trade Marks Agency
商標登録局にて登録可

 Protection for 10 years
１０年間保護

 Also applies to non Iraqi registered “well known” marks
イラク国内において登録されていない「周知の」商標にも適用
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IP regulation in Iraq
イラクにおける知的財産法制

 Patents

特許

 Registrable at the Registry of Patents and Industrial Designs
特許および工業デザイン登記局にて登録可

 Protection for 20 years
２０年間保護

 Copyright
著作権

 Non-registrable
登録不可

 Protection for 50 years
５０年間保護
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Real estate law in Iraq
イラクにおける不動産法

• Real estate in the constitution
イラク憲法の不動産に関する条文

 “every Iraqi has the right to own property anywhere in Iraq, but no others 

may possess immovable assets, except as permitted by law”
「どのイラク人もイラクのいかなる場所においても財産を所有することができるが、その
他の者は法律により認められる場合を除き、不動産を持つことができない」

• Investment law amendment
投資法の改正

 Now possible for foreign investor with an investment licence to hold 

freehold title if developing housing for Iraqi nationals
現在では、イラク国民のための住宅開発を目的とするのであれば、投資ライセンスを
保有する外国人投資家は土地の自由保有権を持つことができる
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Real estate law in Iraq
イラクにおける不動産法

• Leases are possible
賃借は可能

 Leases of private land
私有地の賃貸借

 Leases of public land more restricted
公有地の賃貸借には制限あり

 Need to register if term is more than one year
期間が1年以上の場合には登録が必要
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Labour law issues
労働法上の論点

• Investment law provision
投資法の規定

 If investment licence is sought, the NIC will look to see that the 

workforce comprises at least 50% Iraqi nationals
投資ライセンスを申請する際、NICは労働者の５０%以上をイラク国民が占めるこ
とを求める

• Difficult to terminate contracts
雇用契約の終了が困難

 The Labour Law does not permit a labour contract to be terminated 

by the employer with notice
労働法上、雇用者が予告をもって雇用契約を終了させることは不可

 Summary dismissal procedures are also difficult to operate
即時解雇の手続きも困難
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Labour law issues
労働法上の論点

• Employer duties
雇用者の義務

 Contracts need to be in Arabic (or Kurdish)
雇用契約はアラビア語（またはクルド語）

 Requirements to take health and safety measures to protect 

employees and offer training
従業員保護のための安全・衛生上の措置を講じ、訓練を施す必要あり
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Iraqi contract law
イラク契約法

• Contained in the Civil Code
イラク民法にて規定

 Based on the Egyptian Civil Code (and therefore similar to French 

contract law)
エジプト民法に基づく（このためフランス契約法に類似）
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Iraqi contract law
イラク契約法

• Force majeure
不可抗力

 Provisions contained in the Civil Code
イラク民法にて規定

 Party not liable to pay damages for delay or non-performance if 

results from force majeure
当事者は不可抗力事由による履行遅滞また債務不履行につき損害賠償
責任を負わない

 Full contractual provision preferable

完全な不可抗力条項を盛り込むことが望ましい
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Iraqi contract law
イラク契約法

• Decennial liability
10年責任

 Joint strict liability for architects and building contractor for 10 

years for collapse/partial collapse of building or fixed 

installations and any defects in the construction of the building 

or its installations which may threaten the strength and safety of 

the building 
建設請負人と設計者は、建物・工作物の完全または部分的な崩壊および
建物の強度や安全性を脅かす可能性のある建物の建設・付随工作物の瑕
疵につき、10年間厳格な共同責任を負う
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Dispute resolution in Iraq
イラクにおける紛争解決

• Court structure
裁判所制度

 Three tiered system
三審制

 Some specialised courts
専門裁判所もある

 System of binding precedent
先例による拘束を認める制度

 No jury trials
陪審員による裁判はなし

 Constitution states independence of the judiciary
憲法は司法の独立を言明
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Dispute resolution in Iraq
イラクにおける紛争解決

• Court proceedings
裁判手続き

 Inquisitorial system
職権主義

 Mainly written pleadings and evidence
主に書面形式の陳述と証拠

 Limited interim remedies available
限られた仮処分的な救済措置

 Full range of substantive final remedies
幅広い実体法上の救済措置

• Arbitration
仲裁

 No specific arbitration law
特別な仲裁法はなし

 Civil Procedures Code allows the parties to choose the form and rules
イラク民事手続法に基づき当事者らは仲裁の形式と規則を選択できる
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Dispute resolution in Iraq
イラクにおける紛争解決

• Enforcement of foreign judgments

外国判決の執行

 Generally, Iraqi courts will only enforce if there is a bilateral treaty or international treaty in 

place with the relevant country

通常、イラクの裁判所は当該国間で二国間協定または国際条約が締結されていなければ執行し
ない

• Riyadh Convention

リヤド条約

 Iraq is a signatory

イラクは締約国
 Provides for mutual enforcement of judgments between signatory States

締約国間で相互に判決の執行を認める条約
 Must conform to the principles of Shari’ah

シャリーア法の原則に則っていなければならない
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Dispute resolution in Iraq
イラクにおける紛争解決

• Enforcement of foreign arbitral awards
外国仲裁判断の執行

 Iraq is not a signatory to the New York Convention

イラクはニューヨーク条約の締約国ではないが

 Riyadh Convention applies to arbitral awards
リヤド条約は仲裁判断にも適用される
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Oil and gas law and regulation in Iraq (1)
イラクにおける石油・天然ガスに関する法規制 (1)

State organisation
国の機能

• 15 State owned oil companies
１５の国営石油会社

• State Oil Marketing Organisation (SOMO) responsible for marketing
国営石油販売機構（ＳＯＭＯ）が販売を担当

• Petroleum Contracts and Licensing Directorate (PCLD) controls tenders

and bidding
石油契約・ライセンス局（PCLD)が入札プロセスを管理
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Oil and gas law and regulation in Iraq (2)
イラクにおける石油・天然ガスに関する法規制 (2)

Draft Petroleum Law
新石油法案

• New independent holding company
新たな独立した持株会社

• New High Federal Oil and Gas Council
新たに設置される高等連邦石油ガス評議会

• Production sharing agreements
生産物分与契約

Kurdistan
クルディスタン地域

• Passed a regional Petroleum Law and has signed a number of
production sharing agreements
地域の石油法を成立させ、いくつかの生産物分与契約を締結済み
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Oil and gas law and regulation in Iraq (3)
イラクにおける石油・天然ガスに関する法規制 (3)

Iraq licensing rounds
イラクの入札ラウンド

• Two to date (June and December 2008)
今まで二つ（2008年の6月と12月）

First round contracts
第１次入札ラウンドの契約

• Two types of contract: gas service development and production contract
and oil technical service contract
二種類の契約：ガスサービス開発・生産契約と石油技術サービス契約

Second round contract
第２次入札ラウンド

• Single model contract, close in form to the first round gas contract
形式的には第１次入札ラウンドのガス契約に類似した、単一のモデル契約
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Alliance offices 


