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(1) モザンビーク共和国は、1975年6月25日にポルトガル植民地から独立国となった。
(2) モザンビーク共和国には、1999年7月までは知財法は存在せず、モザンビーク工業所有権法が
　1999年5月4日に政府公報により公布され、1999年7月5日に施行された。
(3) モザンビーク共和国においては、この1999年の知財法は、2006年になって2006年知財法第4号
　により改正され、2006年6月12日に施行されている。
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 <組織図> 知財局( Industrial Property Institute 、IPI) は、産業経済省(Ministry of Industry and Commerece)の
下部組織である。
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特許制度 ②最新特許法  2006年 6月12日施行、2006年法律第4号)

の施行年月日

③地理的効力の モザンビーク国内のみ

範囲 (知財法第72条(1))

④他国制度との ARIPO加盟国

関係

⑤出願人資格 発明者(自然人)及び承継人(自然人、法人)

(知財法第31条、同第4条)

⑥現地代理人の 要。

必要性及び代理

人の資格

⑦出願言語 ポルトガル語

(知財法第11条)

⑧特許権の存続 出願日から20年。

期間及び起算日 (知財法第66条)

⑨新規性の判断 内外国公知、内外国刊行物
基準 (知財法第25条、同第26条)

⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 次の各事項が規定されている。

(1) 発明者又はその権利の承継人による学会発表、博覧会における展示等による

　開示日から12月

(2) 発明者又は発明の承継人の意に反した開示の開示日から12月

(知財法第29条)

⑪非特許対象 次の各事項が規定されている。

(1) 発見、科学的理論及び数学的方法

(2) 純粋に精神的な行為、ゲーム又は事業を行なうための計画

(3) コンピュータ・プログラム

(4) 美的創造物又は文芸的作品

(5) 情報ま提供

(6) 人若しくは動物の体に対する外科方法、及び人又は動物の体に対する

 診断方法

(7) 原子核変換等により得られるもの

(8) 公序良俗に反する発明

(知財法第30条(1)、(2))

⑫実体審査の有 有。 但し、異議申立があった出願に限られる。
無及び審査事項 (知財法第60条(2)、(3))

⑬審査請求制度 無。
の有無

⑭優先審査制度 無。

・早期審査制度

の有無

⑮出願公開制度 有。 出願日(優先日)から18月。　
の有無 (知財法第57条)

⑯異議申立制度 有。  出願公開日から60日以内に、何人も異議申立を行なうことができる。

(知財法第59条(1)、(2)

⑰無効審判制度 無。  (無効審判制度はないが、無効の手続きは裁判所に申立てることにより行なう

の有無 申立を行なうことができる。(知財法第21条)　)

⑱実施義務 有。出願日から4年、又は特許付与から3年の何れか長い方の期間の不実施は、

強制実施権の設定の対象となる。(知財法第83条)

(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

の有無



(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

⑲費用 [出願から登録までに掛かる費用]

単位  出願料 MZM

MZM  公告料 MZM
  (モザンビーク・  審査料 MZM

　 　メティカル)

[特許権維持に掛かる費用]

1年次 MZM 8年次 MZM 15年次 MZM

2年次 MZM 9年次 MZM 16年次 MZM

3年次 MZM 10年次 MZM 17年次 MZM

4年次 MZM 11年次 MZM 18年次 MZM

5年次 MZM 12年次 MZM 19年次 MZM

6年次 MZM 13年次 MZM 20年次 MZM

7年次 MZM 14年次 MZM

⑳料金減免措置 無。

の有無

㉑PCTにおける 有。国内段階に入るときに申出ることにより減額又は免除されることがある。
国内料金減額

措置の有無
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実用新案 ②最新実新案法  2006年6月12日施行、2006年法律第4号)

制度 の施行年月日

③地理的効力の モザンビーク国内のみ

範囲 (知財法第72条(1))

④他国制度との 無。

関係

⑤出願人資格 発明者(自然人)及び承継人(自然人、法人)

(知財法第91条による第31条、同第4条の準用)

⑥現地代理人の 要。

必要性及び代理

人の資格

⑦出願言語 ポルトガル語

(知財法第11条)
⑧実用新案権の 出願日から15年

存続期間及び起 (知財法第95条)

算日
⑨新規性の判断 内外国公知、内外国刊行物
基準 (知財法第91条による同第25条、同第26条の準用)
⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 次の各事項が規定されている。

(1) 発明者又はその権利の承継人による学会発表、博覧会における展示等による

　開示日から12月

(2) 発明者又は発明の承継人の意に反した開示の開示日から12月

(知財法第29条)

⑪不登録対象 次の各事項が規定されている。

(1) 発見、科学的理論及び数学的方法

(2) 純粋に精神的な行為、ゲーム又は事業を行なうための計画

(3) コンピュータ・プログラム

(4) 美的創造物又は文芸的作品

(5) 情報ま提供

(6) 人若しくは動物の体に対する外科方法、及び人又は動物の体に対する

 診断方法

(7) 原子核変換等により得られるもの

(8) 公序良俗に反する発明

(知財法第91条による同第30条の準用)

⑫実体審査の有 有。 但し、異議申立があった出願に限られる。

無及び審査事項 (知財法第91条による第60条の準用)

⑬審査請求制度 無。

の有無

無。

・早期審査制度

の有無
⑮出願公開制度 有。 出願日から6月以内。
の有無 (知財法第93条)
⑯異議申立制度 有。  出願公開日から60日以内に、何人も異議申立を行なうことができる。

(知財法第91条による同第59条の準用)

⑰無効審判制度 無。  (無効審判制度はないが、無効の手続きは裁判所に申立てることにより行なう
の有無 申立を行なうことができる。(知財法第21条) )
⑱実施義務 有。出願日から4年、又は特許付与から3年の何れか長い方の期間の不実施は、

強制実施権の設定の対象となる。(知財法第91条による第83条の準用) 

(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

の有無

⑭優先審査制度



(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

⑲費用 [出願から登録までに掛かる費用]

単位  出願料 MZM

MZM  公告料
　(モザンビーク・  審査料

　　メティカル)

[特許権維持に掛かる費用]

1年－5年次 MZM(毎年)

6年－10年次 MZM(毎年)

11年－15年次 MZM(毎年)

⑳料金減免措置 無。

の有無

有。国内段階に入るときに申出ることにより減額又は免除されることがある。

措置の有無

2,650

750

1,450

750

㉑PCTにおける
国内料金減額



意匠制度 ②最新意匠法  2006年6月12日施行、2006年法律第4号)

の施行年月日

③地理的効力の モザンビーク国内のみ

範囲

④他国制度との 無。

関係

⑤出願人資格 創作者(自然人)及び承継人(自然人、法人)

(知財法第99条、同第4条(1))

⑥現地代理人の 要。

必要性及び代理

人の資格

⑦出願言語 ポルトガル語

(知財法第11条)
⑧意匠権の存続 出願日から5年。更に5年ずつ4回更新することができる。

期間及び起算日 (知財法第107条(1))
⑨新規性の判断 内外国公知、内外国刊行物
基準 (知財法第98条(1a))
⑩ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ 出願人若しくはその権利の承継人が行なった行為、又は出願人若しくはその権利の

承継人に関して、第三者が行なった濫用に起因する発明の開示日から12月。

(知財法第106条による同第29条の準用)

⑪不登録対象 (1) 法に反する意匠

(2) 公序良俗に反する意匠　

(3) 善良な習慣に反する意匠

(知財法第98条(1b))

⑫実体審査の有 無。

無

⑬審査請求制度 無。

の有無

⑭優先審査制度 無。

・早期審査制度

の有無

⑮部分意匠制度 無。

の有無

⑯関連意匠制度 有。

の有無  (知財法第103条(2)、同第98条)

⑰「組物」の意匠 有。

制度の有無  (知財法第103条(3))

⑱意匠分類 国際分類を使用している。(モザンビークは、ロカルノ協定には未加盟)

⑲出願公開制度 無。出願公開制度はないが、出願は速やかに公告される。
の有無 (知財法第105条)
⑳秘密意匠制度 有。
の有無 (知財法第105条)

㉑異議申立制度 有。  出願公開日から60日以内に、何人も異議申立を行なうことができる。
の有無 (知財法第106条による同第59条の準用)

㉒無効審判制度 無。 無効審判制度はないが、意匠の無効は裁判所に提訴することにより行なうこと

の有無 ができる。 (知財法第21条)

㉓登録表示義務 無。

(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)



(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

㉔費用 [出願から登録までに掛かる費用]

単位  出願料 MZM

MZM

　(モザンビーク・

　　 メティカル) [意匠権の維持に掛かる費用]

 存続期間更新料

1年－5年 MZM

6年－10年 MZM

11年－15年 MZM

㉕料金減免措置 無。
の有無

750

750

900

950



商標制度 ②最新商標法  2006年6月12日施行、2006年法律第4号)

の施行年月日

③地理的効力の モザンビーク国内のみ

範囲

④他国制度との 無。モザンビークはARIPO加盟国であるが、バンジュールプロトコルを批准していない

関係 ため、ARIPOを利用しての商標登録はできない。

⑤商標法の保護 商品、サービス、団体商標、証明商標

対象 (知財法第123条(1)、(2))

文字商標、図形商標、記号商標、結合商標

(知財法第123条(1))

⑦出願人資格 標章の使用者(自然人、法人)

(知財法第112条(2))

⑧権利付与の 先願主義。

原則 (知財法第114条)

⑨本国登録要件 無。

⑩現地代理人の 要。

必要性及び代理

人の資格

⑪出願言語 ポルトガル語。

(知財法第112条(1))
⑫商標権の存続 出願日から10年。10年ごとに更新できる。

期間及び起算日 (知財法第120条)

無。

⑭不登録対象 (1) 識別性のない標章

(2) 公序良俗に反する標章

(3) 商品/サービスの出所、性質等について公衆に誤解を生じさせる標章

(4) 国や政府機関等の旗、紋章等の特徴を複製、模倣した標章

(5) 赤十字等の記章等を複製した標章

(6) モザンビークで周知の商標に同一/類似の標章

(7) モザンビークで登録された取引上の標識の特徴的要素を模写した標章

(8) モザンビークで登録されている商標と同一又は同商標を模倣した標章であって、

　同一の商品/サービスに用いる標章 (知財法第110条)

⑮防護標章制度 無。

の有無

⑯周知商標制度 有。

の有無 (知財法第125条、第126条)

⑰一出願多区分 無。

制度の有無

⑱実体審査の有 有。

無及び審査事項 (知財法第113条(4))

⑲審査請求制度 無。

の有無

⑳優先審査制度 無。

・早期審査制度

の有無

㉑出願公開制度 無。 実体審査後、公告される。
の有無 (知財法第116条)

㉒異議申立制度 有。 何人も公告日から60日以内に異議申立を行なうことができる。

(知財法第117条(1))

㉓無効審判制度 無。 無効審判制度はないが、利害関係人は、登録の無効を裁判所に申立ること

の有無 ができる。(知財法第21条)

㉔不使用取消 無。 不使用取消制度はないが、登録日から5年毎に「使用意図宣言書」を提出し

制度の有無 なければならない。これを提出しなかった場合には、権利行使をすることができず、

また利害関係者の請求により、長官は登録の失効を宣言することができる。
(知財法第127条)

の有無

(モザンビーク共和国)
①国名

⑥商標の種類

⑬ｸﾞﾚｰｽﾋﾟﾘｵﾄﾞ

Republic of Mozambique (MZ)



(モザンビーク共和国)
①国名

Republic of Mozambique (MZ)

㉕商標分類 国際分類（ニース分類/第10版）を採用している。（ニース協定には未加盟)

(知財法第112条(3))

㉖図形要素の 無。

分類

㉗譲渡要件 無。

㉘費用 [出願から登録までに掛かる費用]

単位  出願料 MZM(各クラスにつき)
MZM

　(モザンビーク・

　　　メティカル) [商標権の維持に掛かる費用]

 存続期間更新料 MZM(各クラスにつき)

㉙料金減免措置 無。
の有無

950

950


