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中東諸国の法制度② 19カ国の法制度
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アラブ諸国の多くは、エジプトを発祥としたシャリーア（後述）の影響を受けた大陸法
（シビルロー）制度を採用している。例外は以下のとおり。

▲ シャリーアの影響を受けたフランス型大陸法制度：モロッコ、チュニジア、レバノン

▲ 独自のシャリーア法制度：サウジアラビア

▲ シャリーアの影響を排除した大陸法制度：トルコ

▲ シャリーアの影響を受けたベルギー型大陸法制度：イラン
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湾岸協力会議（GCC）は、 1981年に安全保障上の連携を主
目的として設立され、 6カ国が加盟した。

近年は、安全保障問題だけでなく、以下のような、共通の法
制度が増えている。

• 通信規制（1983年）

• 道路交通（1989年）

• 特許制度（1992年）

• 司法協力（1996年）

• 経済協力・関税協定、GSO設立（2002年）

• GCC国民が他のGCC諸国に投資・居住する
ことへの制限の撤廃（2008年）

• 付加価値税（VAT）（2018～2019年一部実施、
一部未実施）

2017年～2020年のカタール国交断絶により、GCCの運営が
実質的には機能不全の状態。
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 休戦諸国（現在のUAE）は、19世紀初頭に英国の保護領となった。コーラン等に基
づくイスラム法及び首長の口頭での命令による支配が行われていた。

 20世紀前半、英国は、スーダンのアラブ族書記官を各首長国に派遣し、首長の命
令を記録させた。この記録が初の成文法となった。

 1950年代に、英国の指導の下に警察隊と独立した裁判所が設立され、1971年の英
国からの独立と同時に憲法が制定され、絶対君主制の6首長国によりアラブ首長
国連邦（UAE）が樹立された。（数ヶ月後にラス・アル＝ハイマが加入し、現在の7
首長国連邦となった。）

1960年のドバイ

中東諸国の法制度④ 書面による法制度がない時代
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UAE建国後、以下の連邦の重要な法令が
制定された。

1971年：暫定憲法

1972年：（旧）イスラエル・ボイコット法、省庁権限法

1975年：商業登記局法

1980年：労働法、（旧）中央銀行法

1981年：商事代理法、GCC地域協力機構の誕生

1984年： （旧）会社法、保険会社及び代理店法

1985年：民事取引法（民法）、（旧）イスラム銀行法

1987年：刑法

1992年：民事訴訟法、証拠法、刑事訴訟法

1993年：商事取引法（商法）

1996年：暫定憲法の恒久化

1999年：環境保護法

2000年：証券取引所法

2002年： （旧）マネーロンダリング禁止法、

（旧）知的財産法

会社法、民法、商法において、
エジプト発祥の法令の影響が大きい。

中東諸国の法制度⑤ UAE現代立法の制定
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2019年のドバイ

2003年のドバイ

近年、法令が急速に近代化している。
2006年： 電子取引法、（旧）消費者保護法

2007年： （新）通関法、保険庁設立法

2012年： 競争法、サイバー犯罪防止法

2015年： （新）会社法、反差別法

2016年： 破産法、動産担保設定法

2017年： 税務手続法、付加価値税法、物品税法

2018年： CSR法、仲裁法、イスラム信託法、

ネッティング法、直接投資法（廃止）

（新）中央銀行法、財政法、
（新）マネーロンダリング禁止法

2019年： 医療業情報保護法、リース金融法

2020年： （新）動産担保設定法、（新）消費者保護法、
会社法改正

2021年： 調停法、（新）知的財産法

しかし、包括的な銀行業務法、個人

情報保護法、行政手続法等は特に

制定されていない。

中東諸国の法制度⑥ 近年の急激な近代化
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中東諸国の法制度⑦ UAE連邦行政府と立法府

UAEの政府は、少しずつ民主化しているとみられるが、実質的に行政府の力は至上。

Supreme Council
最高評議会

（7つの首長国の指導者）

大統領
（慣習により、
アブダビ首長）

アブダビ皇太子は
連邦政府において

副大統領ではないにもか
かわらず、アブダビの実
質的な指導者として、連邦
政府の最大の権限を有す
る。

総理大臣・副大統領
（慣習により、ドバイ首長）

Federal National Committee
連邦国民評議会

Federal Cabinet
連邦内閣

建国から2006年までの間は各首長により選任された。

2006年に構成員の半分は選挙により選ばれた。

2011年のアラブの春から2017年まで、行政府は国民の声に
敏感になり、国民評議会を実質的な立法府として取り扱っ
ていた。あるいは国民評議会の承認がなければ、法律を制
定しようとしなかった。2017年以降、税制の導入や外資規
制緩和で国民評議会の承認を得ようとしなかった。

2018年12月の大統領の命令により、構成員の半分は女性
でなけれなならない。

行政府憲法上および従来は行政府の諮問機関、現在は準立法府

憲法上、行政府の諮問機関。構成員40名。

ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ ｱｼﾞｭﾏﾝ UAQ     RAK FJR ﾄﾞﾊﾞｲ ｼｬﾙｼﾞｬｰ

9 |  中東ビジネス関連法セミナー 第一部 取引編



中東諸国の法制度⑧ 首長国による相違点

UAE連邦法の他に各首長国の独自の法律と規制等が認められている。また、連邦法の
首長国の規則及び実務にも差異がみられる。大きな相違点：

• 石油・ガス・天然資源（憲法第23条）

• 土地・不動産の所有権、賃貸借契約の要件と登録

• 政府契約の入札手続き

• フリーゾーン関連、関税実務

• 市民活動

• 工事設計

• 公務員の職務･義務

• 衛生・食品安全規制、医師免許

同じ連邦法で、首長国の規則・実務が異なる。

• 会社登記関連実務（会社登記、株式移転などの実務）

• 教育（各首長国と教育省との合意に基づく）

• 消費者保護

• 環境保護

• 首長国内交通

• 司法制度（ドバイ、アブダビ、ラス・アル＝ハイマは独立しており、他首長国は連邦司法に準ずる）
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中東諸国の法制度⑨ シャリーア（イスラム法）

 UAEを含むアラブ諸国の多くで、シャリーアは憲法や民法において、「主要な法

源」とされるが、直接の適用範囲・対象は、家族法、相続法、刑法の一部に限ら
れる。

 シャリーアは、コーラン等の教義に基づく原則であり、以下を含む：

• 不確定性（賭博）禁止

• 経済的権利の平等

• 金利の禁止

 シャリーアがビジネスに与える影響には、以下のような例がある。

• オプション契約が行使できない可能性（賭博／不確実性の禁止）

• 延滞利息の支払い（金利の禁止）

• ビジネスの相続（シャリーアは遺言を認めない）

• 種類株式の禁止（経済的権利平等の原則）

• 保険業界（賭博／不確実性の禁止）

 イスラム金融は、シャリーアに則っている金融手法。但し、法令でイスラム金融
のスキームの使用は義務付けられていない。

 全ての中東諸国において、普通の銀行は金利を預金につける。
イスラム銀行なら、そもそもつけない。
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中東諸国の法制度⑩ サウジアラビアの法制度

 サウジアラビアも20世紀初頭までには書面に基
づく法令はなかったが、UAEより早く石油を生産
したため、法制度と経済はより早く制定された。

 1933年に米国の指導で外国企業と政府契約の

紛争を処理するために「商業手続規則」が制定
された。

 1960年代に商事代理規則、（旧）会社規則、

（旧）労働規則などが制定され、他の湾岸諸国
より早く法制度が発展した。

 1979年のアル＝ハラム・モスク占拠事件後サウ

ジアラビアの社会自由化が失われ保守派に傾
倒した。

1940年のダンマーン

1980年のダンマーン

12 |  中東ビジネス関連法セミナー 第一部 取引編



中東諸国の法制度⑪ シャリーア強化（1980～2015年）

1980年以後、保守的イスラム社会であるサウジアラビアでは非常に独特な法規制が
発展した。

 基本法・憲法（コーラン）：コーラン等の教義に基づく原則のシャリーアは法制の
軸だった。1992年制定の基本法により、「コーラン」が憲法とされている。

 立法・法令・規則：神様からいただいたシャリーアが「法令」であり、人間が制定
できるのは「規則」のみである。一般的に法令と理解されるものは「規則」として
制定されている。（例：商事代理規則、会社規則、労働規則など。）

 一般法がない：民法、商法、刑法をはじめとする一般法が制定されていない。
（MENA諸国ではサウジアラビアのみ。）日常的に執行されているルールの多く
は明文化されていない。

 司法：司法機関が多数あり、その裁判官は、イスラム教の学者であり、法律家で
はないため、立法や関連契約よりも、シャリーアを優先させた判断をすることが
多い。

 行政の自由裁量：公表されている規則が少なく、担当者によって申請要件やル
ールが異なることがある。事前の書面による通知なしにいきなり手続が変更され
ることがよくある。
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中東諸国の法制度⑫ 法令現代化と社会自由化（2015年以降）

2015年： （新）労働規則、（新）会社規則

2016年： （新）商標法（GCC諸国共通法）

実務上、宗教警察の権限を抑制

2018年： 倒産規則、 （新）商業抵当権規則

実務上、女性の自動車運転を許可

2019年： 汚職撲滅規則、（新）調達入札規則

2020年： 中央銀行規則、電力規則

2021年： 詐欺撲滅規則、（新）商業隠匿防止法

 外資促進：サウジ総合投資庁（SAGIA)
が投資省（MISA)に昇進。

 一般法の制定：2020年後半に「サウジ

四大法」の民法、身分法、証拠法、刑
法が検討されていることが報じられた。

 行政の自由裁量：引き続き多くのルー
ルは文書化していない。たとえば2018
年に廃止された女性運転禁止は規定
されていなく、単に行政の決定による
制限だった。

 アルコール禁止の解除の検討：2021年
内にアルコール禁止の解除が検討さ
れているという噂がある。
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中東諸国の法制度⑬ カタールの法制度
在位1972年～1995年のハリーファ首長は法規に関心が薄く、当時（α）、カタールの法制度
は湾岸諸国の中でも遅れていた。

1995年に前ハマド首長が即位して以降（β）、法制度の見直しが行われ、 UAEに似たような
法令が制定された。2013年に現タミーム首長が即位すると、以後（γ）に近代的な法律の整
備が加速。

1962年： （旧）労働法

1964年：商業登記法

1971年： 臨時憲法

1984年：入国管理法

1986年： （旧）商事代理法

2000年：外資法

2002年：環境保護法、（旧）会社法

知的財産法、商事代理法

2003年：（新）憲法、（旧）労働法

2004年：民法、刑法、刑事訴訟法、（新）労働法

暫定憲法の恒久化

2005年：（旧）ｱﾝﾁ・ﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ法

金融センター設立法

2006年：商法、（旧）中央銀行法

2007年：資源開発法

2008年：消費者保護法

2009年：所得税法

2012年：（新）中央銀行法

2015年：（新）会社法

2016年：公務員法

2017年：仲裁法

2018年：工業団地法

2019年：投資法、（新）ｱﾝﾁ・ﾏﾈｰﾛﾝﾀﾞﾘﾝｸﾞ法

2020年：官民連携（PPP）法

γ

α

β

β

15 |  中東ビジネス関連法セミナー 第一部 取引編



中東諸国の法制度⑭ イランの法制度

 20世紀初頭、欧州型法制度にならった法制
度に改正された。

 民法、商法、会社法、三審制の司法制度は
多面的に欧州型である。

 1979年にイスラム革命の後、監督者評議会
（Guardians Council）と公益判別会議
（Expediency Council）が設置され、法制度

のシャリーアとの適合性を確認する役割を
担っている。結果として、商法関連法はほと
んど改正されていない。

 イランはアラブ諸国ではないため、アラブ諸
国のようにエジプトの民法典などの影響を
受けていない。
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多面的に不確実性が大きい

 行政の裁量権が広範囲（行政の権力を制限する法令がない）。

 法令の規定の曖昧さ、法令と実務の乖離、判例の非拘束性、事例の重要性。

 「できない」と言いたくない、「問題ない」と言いたい文化。

 情報の不透明性

• 噂が多い社会で、人により説明が異なる場合が多い。

• 公式発表が少なく、政策がわかりにくい。（新聞を媒体とした発表）

不確実性が及ぼす影響

 常に情報の正確性を確認する必要あり。

 議論・交渉する余地が多い。

注意：中東と日本の共通点は、商取引において人間関係を重視する信頼社会である
一方、日本文化の細かさと中東文化のいい加減さの間のギャップは大きい。

中東諸国の法制度⑮ 共通の問題点
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代理店保護法① 概要

多くのアラブ諸国には「商事代理法、Commercial Agency Law」、そして商法などの法令
により代理店を保護する法があり、自国の代理店の手厚い保護が特徴。

1. 代理業・販売業は国民のみが行うことができる。

2. 代理店登録制度があり、管轄機関に代理店の登録をする。

3. 代理店が登録されると、法定独占権も付与されることがある。

4. 解約（更新拒絶を含む）から代理店を保護し、補償請求権を与える。

5. 紛争解決は現地司法機関の専属的管轄。

▲ = より制限的

▲ = 制限的

▲ = 原則として自由契約
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中東諸国の一般的特徴として、法令と実務が乖離していることが挙げられる。

商事代理法上、原則として外国法人の代理で商品販売業を営むことができるのは自
国民のみ。UAE商事代理店法には、以下のように規定されている。

 UAE商事代理法第2条：商事代理の活動は、UAE国民およびUAE資本51％法人に
制限される。

→ 実際は、 その他にフリーゾーン法人も販売店・代理店として活動している。

 UAE商事代理法第3条：商事代理の活動は、登録されている代理人によってのみ
なされる。

→ 外資現地会社は、登録せずに独自に販売する事例も多い。（例：GCC諸国に

おけるスターバックスはクウェート資本の民間企業でクウェート国外に商事代理登
録できない。）国営企業に対する代理業務はできない場合がある。

また、契約書の内容において登録してはならない規定を設けて、登録を妨げるこ
とができる。

代理店保護法② 代理店の（不）必要性
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 一般的に代理店の登録の有無が最大の課題となる。代理
店は登録されていれば、商事代理法の保護の対象となる
が、登録されていない場合、商法上の契約となり、特に保
護されない。（注意：あくまで一般論！）

 UAEの登録証明書の内容：

• 商事代理人の法人名

• 外国委託者名（メーカー・商社・販売者も登録可）

• ブランド名（英文も可）

• 商品名、型番等

• 対象地域（UAE全域または首長国ごと）

• 数年前まで有効期限日も記載されていたが、自動更
新となるため実質的に無意味であり、誤解が生じたた
め、現在は記載されていない。

 代理店が独占権を有する範囲は、登録証明書に明示される
ため、ブランド名と商品名の特定は非常に重要。

 登録代理店は、他社による輸入に関するコミッション請求権
や輸入差し止め請求権を行使できる場合がある。

代理店保護法③ 代理店登録制度と独占権

契約上
独占

契約上
非独占

登録
あり

独占権
あり

独占権
あり

登録
なし

独占権
あり

独占権
なし

UAE経済省により発行された
商事代理登録証明書（A4用紙）
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 UAEにおいて、「正当な理由」があれば解約できるように規定されているが、その
定義は明らかでなく、裁判所により補償請求権が却下されることはあまりない。

 契約期間満了になっても、解約と同様にみなされることに注意。

 また、解約・非更新を通知しても、解約が成立しない場合がある。

 解約からの法的リスクを避ける対策は、

• 代理店登録させない、独占権を与えない。

• 解約事由（最低販売目標の未達成、販売区域の違反等）を契約に明記する。

• 解約する客観的な理由を証明する記録を作成して、事前に相手に通知。

紛争解決の手続：

 代理店が未登録の場合、原則として自由に契約書において紛争解決機関（国際
仲裁等）を定めることが可能。

 代理店が登録されている場合、現地機関を通じて紛争解決手続をすることが必要。
（UAEの経済省、サウジアラビアの商工投資省など）

代理店保護法④ 解約・更新拒絶からの保護
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ディストリビューター

外国企業

フランチャイズ
加盟者

代理店保護法⑤ 対象契約

日本

中東諸国

Distributorship / Dealer Agreement Franchise AgreementAgency Agreement

エンドバイヤー

（リスク／収益）

（リスク／収益）

$

（リスク／収益）

エンドバイヤー

ライセンス

ノウハウ等

商事代理法は、多くの契約形態に適用される可能性がある（登録の状況次第）

外国企業 外国企業

$

$エージェント
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代理店保護法⑥ 近年の法改正

 UAE：2020年に代理店のUAE資本100％要件が解除されて、UAE上場企業は
登録できるようになった。

 エジプト：2017年に輸入業者登録法の要件が厳しくなったが、2018年に中央銀
行発行のLC関連規則が緩和された。

 イラク：2017年11月に新商事代理法を制定して、イラク国民の輸入独占権を強
化、解約および更新拒絶に対する保護体制を導入した。2018年11月から有効に

なるが、どのように施行されるか不明である。なお、クルディスタン自治区は
2000年イラク商事代理法をそのまま継続している。

 イラン：代理店を保護する法令がない一方、2009年から産業鉱業貿易省にお
いて輸入業者と代理店に関する登録制度を導入。2014年、2015年、2016年に
関連する規制を改正した。また、2018年6月に約1,300の商品の輸入が禁止さ
れ、2018年10月に指定の商品の輸入のためには、メーカーの現地事務所が必
要とされた。

 サウジアラビア：2017年～2019年初頭までは商工投資省にてオンラインで商事
代理登録の有無をアラビア語で検索できたが、2019年初頭から代理店登録情
報をより秘密化して、公式的な証明書の発行を止めた。
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 政府系企業に商品を販売する場合、代理店の登録義務が実務上課せられるこ
とが多い。（特にアブダビ、サウジアラビア、カタールの国営石油企業への販
売。）

 各政府系企業は、独自のベンダー登録手続を定めており、登録された代理店
のみがベンダー登録を行うことができる場合がある。なお、近年、サウジアラビ
アやアブダビは、代理店登録より国内投資（IKVプログラム等）を重視している。

 EPCコントラクターが商品を直接輸入したところ、代理店にコミッションを請求さ
れた等の例がある。

 民間軍需産業の参入を避けるため、バーレーン、ヨルダン、オマーンの商事代
理法は国防・武器関連の商事代理店を禁じている。多くの国は実務上、準政府
系武器代理店を設けており、必ずそのような企業を通さないと国防関連取引が
できない。

代理店保護法⑦ 取引形態ーB2G

政府系企業

材料、パーツ

多くの商品、ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽが必要と
なる商品の販売、入札への参加

原則、EPCコントラクターによる商品または製品の調達は、
代理店を通す必要がない場合がある一方、登録代理店は、
契約において別途合意がない限り、ｺﾐｯｼｮﾝを請求権を有す
ることがありえる。

外国企業

EPCコントラクター

代理店
（登録済み）
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B2B： 比較的規制が少ない取引形態で、国外から現地企業への直接販売が可能。
外国法人が現地支店を通じて、販売契約等をアレンジする例も多い。代理店登録は
必須ではない。政府系企業と異なり、民間企業が現地代理店を通して取引することを
求めるケースは少ない。

B2C：消費者に対する商品販売にも商事代理店法が適用されるが、代理店登録は必
須ではない。商業ライセンスの事業目的に「販売業務」と記載されていれば、原則とし
て、商品・サービスを有償で提供することができる。例外的に登録が必要なケース（製
薬品）では代理店登録が義務づけられている。

代理店保護法⑧ 取引形態ーB2BおよびB2C

現地企業

国外からの直接販売が禁止されていない。

代理店（登録済み）外国企業

販売会社（登録されていない）

外国企業

エンドユーザー

エンドユーザー

販売会社

販売会社代理店（登録済み）

販売会社
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代理店保護法⑨ 代理店間の競争戦略、親会社の保証戦略

商品または販売区域によって代理店を使い
分け、代理店間の競争を促す。
 商品ごとに違う代理店を使うこと。

（例：UAEで、GM社はGMCとｷｬﾃﾞﾗｯｸの

別ブランドにそれぞれ異なる代理店を使
っている。）

 販売区域ごとに違う代理店を使うこと。
（例：シボレーの3つの異なる代理店。）

（日本企業も上記のような戦略をとっている
事例が沢山ある。）

北部 ドバイ

アブダビ

グループの子会社と契約する場合は、親会社の

「保証」または「契約の精神を守る義務」を要求し
契約書に規定すべき。

代理店契約における

競合商品を販売しない義務

契約書の規定は、契約の当事者のみを拘束する。

その他グループ会社
（親会社、関連会社）
は拘束されない。

外国企業
代理店

（グループ会社）
グループ関連会社

グループ親会社・
持株会社
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代理店保護法⑩ 代理権買収の解約戦略

 代理権の取得、あるいは既存代理店の事業を新規代理店に対して売却すること
は、代理店解約と新規代理店選任の戦略の一つである。

 既存代理店に直接出資したり、新規代理店と合弁事業を立ち上げる事例もある。

 場合によっては、事業売却の条件として代理店契約を解約し、登録を抹消または
譲渡することに合意させることも可能。

 いずれにしても解約によって補償金を支払うよりも、効果的な新規代理店選任方
法のひとつ。また、解約交渉は、主に新規代理店に任せればよい。

新規代理店契約

既存代理店

新規代理店

外国企業
事業売却
登録譲渡

既存代理店契約の解約
既存代理店外国企業 出資

新規パートナー

出資

事業売却型代理権取得 代理店法人格継承型代理権取得
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代理店保護法⑪ 近隣諸国の代理店契約関連法

 代理店を保護する体制は、アラブ諸国の特徴で、北アフリカを除くアフリカ諸国、
パキスタンや中央アジアにおいて代理店を保護する法令は珍しい。

 具体的には以下の事例がある。

• ケニア、ウガンダ、エチオピア、タンザニア：代理店を保護する体制がない一
方、不当解約に基づくクレーム・訴訟はやや多く、差し押さえにより新規代理
店を選任できない事例もある。

• 南アフリカ、ナイジェリア、ガーナ、セネガル、カメルーン、パキスタン、カザフ
スタン：代理店を保護する体制はなく、不当解約に基づくクレーム・訴訟は少
ない。

 また、東南部アフリカ市場共同体（COMESA）による競争法体制も導入された。

市場の安定や消費者を保護する体制は代理店契約の運営に影響を与える場合
がある。
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代理店保護法⑫ 代理店選任時・契約書作成上の注意点

 代理店について調査する。（デューデリジェンス）

 関連法令について学ぶ。

 契約書は注意深く作成する。

• 独占的代理か、非独占的代理か

• 登録は必要かどうか、登録させるかどうか

• 期間満了、更新方法（期間を定めずに取引を継続させる場合、代理
店契約は「無期」（解約不可）として取り扱われるリスクがある。期間を
定めた上で、自動更新とすることが望ましい。）

• 明示的な解約事由

• 秘密情報、商標や知的財産の取り扱い

• 準拠法・紛争解決

 書面による記録の作成と保管を忘れずに。
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代理店保護法⑬ 解約方法と戦略

 まずは、新しい代理店を見つけて、次に、既存の代理店との法的関係について
網羅的に検討すること。

• 契約は何を規定しているのか？

• 現地の法規制は何を規定しているのか？

• 既存の代理店は商事代理の登録をしているのか？

 解約する決断をした場合、なぜ解約するのか証明する「記録」を作成すること。

 基本ルール：

• 誇り高い文化に対して礼儀正しくコミュニケーションし、マナーが重要。勇気を
持って話し合い、相手の経営者の目を見て、口頭ではっきり伝えることも重要。

• 解約理由を書面により通知し、経過を記録すること。

• 解約条件について積極的に交渉すること。（在庫買取、一定の補償）

• 紛争回避するために解約条件について和解を交渉すること。

• 相手が事実を認識・受容するプロセスを考慮する。嘆きの5段階（ “Five 
stages of loss and grief” ）
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 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定（Agreement on Trade-Related Aspects 
of Intellectual Property Rights、通称「TRIPS協定」。）は、1994年に批准された世界
貿易機関（WTO）の知的財産条約である。

 WTO/TRIPS協定加盟国は、国際基準の商標登録体制を導入している。

知的財産権① 商標に関する法体制

▲ = WTO/TRIPS協定 非加盟国
▲ = WTO/TRIPS協定 加盟国
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商標

 TRIPS協定により、GCC諸国の商標に関する規制は国際基準になっていると言え
る。また、GCC新共通商標法は、カタールとUAEを除く4カ国にて制定されている。

 GCC諸国の商標登録の費用は世界で最も高い。その理由は、

• 書類の公証費用

• 各登録商標の分類毎に全ての手続き費用が適用される。通常、多くの国にお
いて、一回手続き費用を支払った後は、各分類ごとに少額の追加費用が適用
されるのみである。

 商標登録をしていないと、企業がその権利を行使する際に弱い立場に置かれるた
め、商標登録は非常に重要である。

 本社からの管理は比較的簡単で、当事務所も商標関連業務をしているが、日本の
弁理士事務所も日本企業の全世界における商標登録を担当できる。

特許

 サウジアラビアにおいてGCC諸国共通の特許登録が可能だが、別途にUAEにも
特許登録が可能。

 2021年の新しいUAE知的財産法により、UAEの特許関連法がより国際基準に近
づいた。

知的財産権② 商標・特許登録
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 歴史的に中東諸国の登録商事代理店は、並行輸入を差し止めできる立場にはあ
ったが、WTO加盟により、ほとんどの国は並行輸入品に対する対策は限定的にな
った。

 登録代理店の申立てにより例外的に並行輸入品対策は可能となる。

 模造品対策は難しい。通関当局は首長国ごとにあり、ドバイ、シャルジャ、ラス・ア
ル＝ハイマにおいてのみ、通関当局内に知財保護部署があり、ドバイのみが通関
職員に対するトレーニングを行っている。

 模造品の輸入と販売は、1年以下の懲役またはAED5,000の罰金だが、ほとんど
の場合は罰金のみで終わる。

 多くの模造品対策法律事務所は模造品輸入業者と共謀している疑いもある。

知的財産権③ 並行輸入と模範品対策
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知的財産権④ 知的財産保護の戦略

 知的財産を保護するためには、自社の知的財産を把握し、自社名義で速やか
に必要な届出・登録を行うことが重要。

 合弁事業あるいは他人が株式を有する会社を通じて登録するべきではない。

 中東における知的財産の保護および救済は限定的である。

 合弁事業解消の際、外国投資家が提供した技術を無許可で現地の事業パート
ナーが取得する事例がある。

 戦略的な選択肢:

• 自らすべての商標・特許その他知的財産を登録すること。

• 登録制のないトレード・シークレットの保護対策をすること。
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輸入規制・経済制裁① 輸入規格・基準

 Gulf Standardization Organization（GSO）は、2002
年に設立されたGCC諸国及びイエメンの標準化
機関である。

 近年、特にUAE とサウジアラビアにおいて、自国

内の標準化機関で独自の規格を設定する権限を
強めている。

 輸入時の審査が厳格になってきていることに伴い、
製造業者は販売契約において、「通関手続等に
関しては輸入業者が責任を負う」旨を明記してお
くことが重要となってきている。
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ハラル認証

 ハラルは、シャリーア上で認められている食材・料理である。ハラル認証制度は国に
よって異なる。UAEでは、ESMA（Emirates Authority for Standardization and 
Metrology)と産業技術省（MoIAT)がハラル認証機関としてUAE国外の会社を認可し
ている。
http://halal.ae/OpenData/HalalCertificationBodieswithESMA

 全ての肉類を輸入する際に、ハラル認証は必須だが、肉類以外の食品に関しては
原則必要ない。しかし、加工食品の原材料に関し、当局から何らかの疑義を呈され
た場合には、明確な回答をしなければならない。

 たとえば、原材料を加工する工場や生産ラインにおいて、一切豚肉やアルコールが
使用されていないかどうかなど、豚由来製品およびアルコール含有の有無について
当局から問い合わせを受けた際に、不明瞭または自信のなさそうな回答をした場合
には、輸入が差し止められることがある。

食品・飲料
 UAEでは、アブダビとドバイはそれぞれ独自の食品安全局がある。
 食品・飲料を販売するには、かかる当局にその商品に関する登録をする必要がある。
化粧品・香水

 豚肉の成分がなく、アルコール含有量が低い化粧品は、ハラール認証を得られる。
なお、飲食品と違って、アルコール含有量があってもハラルを得ることがある。

輸入規制・経済制裁② ハラル認証
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輸入規制・経済制裁③ イスラエル・ボイコット

 アラブ連盟のイスラエルに対するボイコットには3つの柱がある。

• 一次的ボイコット: イスラエルを原産とする製品やサービス

• 二次的ボイコット：イスラエルとのビジスネス

• 付属的ボイコット: ボイコット違反者とのビジネス

 UAEは当該ボイコットを1971年に成文化し、1994年のオスロ合意によって法律の
施行が緩められ、2020年の国交正常化を受けてイスラエル・ボイコット法を廃止し
た。

 1977年にアメリカは「アンチ・ボイコット」法を施行し、アラブ連盟のボイコットに従わ

ないこと、及びボイコットの条件に従うことを要求すること、条件化することや契約
に規定することについての報告を要請し、ボイコットに従うと表明することについて
罰金を科すとしている。

 多国籍企業はイスラエルとアラブ諸国とビジスネスを行うことについて、ドバイ支
社などを通さない限り何ら問題ないものの、多くのアラブ諸国においてイスラエル
製品を輸入することは犯罪であり、非常にデリケートな政治問題。2021年5月のイ
スラエル・パレスチナの衝突を受けて関係が悪化した。
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輸入規制・経済制裁④ イスラエル国交と入国制限

 トルコ（1950年）、エジプト（1979年）とヨルダン（1994年）はイスラエルと国交を維持
しており、2020年にUAE、バーレーン、モロッコ、スーダンは国交正常化した。

 イランは1979年革命前は友好国だったが、イスラム共和国誕生後は絶交。

 多くのアラブ諸国では、イスラエル入国証明がパスポートにあれば、入国を拒否す
ることがある。したがってイスラエル入国がスタンプされないが、隣国のエジプトや
ヨルダンの出入国により、イスラエル入国が判明される場合がある。
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Egypt
エジプト

Yemen
イエメン

Iran
イラン

Iraq
イラク

Kuwait
クウェート

Turkey
トルコ

Oman
オマーン

Syria
シリア

Libya
リビア

Algeria
アルジェリア

▲ = イスラエル断交

▲ = イスラエル国交正常化



輸入規制・経済制裁⑤ 米国法イラン制裁の継続

 2016年１月から2018年5月までの間、米国の二次的制裁（Secondary sanctions）は
解除されたが、米国の一次的制裁（Primary Sanctions）は続いており、また、 2018
年5月にトランプ政権がJCPOA合意から撤退して以降、二次的制裁が再び有効に
なった。

 上記に関わらず日本企業がイランと取引することが可能な場合もあるが、重要事
項がある：

• 米ドルで取引しないこと。

• 米国民および米国子会社を一切取引に関与させないこと。

• Specially Designated Nationals（SDN）あるいはイラン革命防衛軍との関係があ
ると判明した者とは取引しないことを確認すること。

 米国法上の罰則は、1件当たりUS$250,000とされ、さらに刑事責任も問われるこ
とがある。また、SDNと取引する業者は、SDNとみなされるリスクがある。

 米国法上のイラン制裁規定を遵守した上で取引することが重要。

 取引銀行は、事前通知なく、イランからの送金を拒否するリスクが大きい。
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輸入規制・経済制裁⑥ その他の制裁

シリアに対する制裁

 2011年に勃発したシリア内戦により、多くの国はシリアに対して経済制裁を制定、現在、

シリアに対する経済制裁は世界一厳しい。

 米国：31 CFR Part 542にて幅広く経済制裁が科された。

 EU：EU議会規則36/2012号にて政府に対する経済制裁が科された。

 アラブ連盟：シリアに対する取引を中止するように議会で裁決した。

 UAE：UAE中央銀行はシリアとの取引のすべてを全面的に禁止している。

 トルコ：政府に対する経済制裁が科された。

 2019年まで、レバノンは実務上シリアにおけるビジネスのハブとして機能したが、経済

危機と通貨問題により、現在、ロシアや中国を拠点に国際取引が行われている。

カタール断交問題

 2017年6月5日にサウジアラビア、UAE、バーレーン、エジプトがカタールとの国交を断

交したことで、これらの国々はカタールに対して政治的、経済的なボイコットをしたが、

2021年1月のアル＝ウラ宣言で断交を解除し国交を正常化した。
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 ドバイでは、UAE連邦裁判所のシステムを採用しておらず、
ドバイ独自の裁判所システムが設けられている。

 ドバイ裁判所の手続きは迅速で、短期間で措置を講じな
いと、欠席判決となる可能性は高い。一方、シャルジャや
アブダビの裁判所の裁判手続きは非常に遅い。また、アブ
ダビの裁判費用は、場合によって高額にのぼることがある。

紛争解決① 中東地域裁判所における訴訟

 多くの中東地域の裁判所は第一審裁判所、控訴裁判
所、最高裁判所の三審制を採用している。他にシャリ
ーア裁判所や行政契約裁判所などがある。（注：サウ
ジアラビアでは、特殊な司法制度がある。）

 裁判は原則として公開されているが、裁判手続・判決
記録は公表されていない。

 訴状が届くか、裁判になりそうであれば、法廷弁護士
に対する委任状がすぐに必要となるので、早めに準備
するように注意しなければならない。
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紛争解決② ドバイ国際金融センター

 ドバイ国際金融センター（DIFC）は、2004年のUAE
連邦法に基づき設立された。独立した法域であり、
イングランド法令（ｺﾓﾝﾛｰ）が制定されている。

 DIFCは独自の裁判所を設置しており、ドバイ裁判

所から独立した制度を有する。英国・シンガポール
等の諸国の裁判官により裁判を行う。LCIAとの仲
裁に関する合弁事業も設置されている。

 近年、DIFCは複数のフリーゾーンと合意書を結ん
で、フリーゾーン内の紛争はDIFC裁判所の管轄と
なるように定めた。

 2016年にDIFC裁判所における執行手続き中、ドバ

イ裁判所に申し立てをした場合は、ドバイ裁判所の
手続きが優位とされ、DIFC裁判所の執行手続きが
中断されるという判例があった。（※）

※：Daman Real Capital Partners Company LLC v. Oger Dubai LLC
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紛争解決③ DIFC裁判所の国際合意書

近年、DIFC裁判所は、判決の執行と認証に関し、複数の裁判所と
合意・協定を結んでいる。

2009年： ﾄﾞﾊﾞｲ証役場、ﾄﾞﾊﾞｲ裁判所

2010年： ﾖﾙﾀﾞﾝ法務省、UAE法務省、ﾗｽ･ｱﾙ=ﾊｲﾏ裁判所

2013年： ｲｷﾞﾘｽ商業裁判所女王座部、ﾆｭｰｻｳｽｳｪｰﾙｽﾞ州の最高裁（ｵｰｽﾄﾗﾘｱ）

2014年： ｵｰｽﾄﾗﾘｱ連邦最高裁判所、ｹﾆｱ高等裁判所

2015年： ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ最高裁、ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ最高裁、ﾆｭｰﾖｰｸ州南部連邦裁、韓国最高裁

2016年： 上海市高級人民法院

2017年： ﾏﾚｰｼｱ連邦裁判所、ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ司法部、ｻﾞﾝﾋﾞｱ高等裁判所、杭州仲裁委員会

2018年： 香港高等法院

また、 2016年にDIFC裁判所の最上位機関である控訴裁判所の判決により、上記
国での判決をDIFC裁判所にて認証し、ドバイ裁判所で執行することが認められた。
（※）

※：DNB Bank ASA v. (1) Gulf Eyadah Corporation (2) Gulf Navigation Holdings PJSC
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紛争解決④ サウジアラビア司法制度

サウジアラビアは特殊な司法制度があり、シャリーア裁判所が存在するが、
商業関連紛争は、複数の司法委員会の管轄になる。

2020年に商業裁判所規則が制定され、苦情処理庁に代わる商業裁判所
が設立されるはずだが、まだ設立されていない。

司法委員会（英文） 司法委員会（和訳） 管轄権

Board of Grievances 苦情処理庁 一般的な商業紛争、政府と
の紛争

Ministry of Commerce and 
Investment

商工投資庁 商事代理店紛争

SAMA Committee for 
Settlement of Banking Disputes

サウジアラビア中央銀行
銀行紛争委員会

商業的詐欺の紛争、銀行取
引紛争

Committee for the Resolution of 
Securities Disputes (CRSD)

資本市場庁 証券紛争解決
委員会

証券市場紛争

SAGIA Dispute Mediation 
Committee

総合投資庁投資紛争調整
委員会

外国投資法に基づく投資に
関する紛争
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紛争解決⑤ 国際仲裁条約を承認するニューヨーク条約

 イエメン、リビアを除く中東・北アフリカ諸国は「国際仲裁判断の承認及び
執行に関する条約」（ニューヨーク条約）の加盟国になっている。

 ニューヨーク条約の加盟国において国際仲裁の判断を得れば、ニューヨー
ク条約の加盟国の裁判所において執行できるとされる。

ニューヨーク条約の加盟国
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紛争解決⑥ リヤド協定およびGCC司法協力協定

 「アラブ連盟加盟国間における司法共助に関する協定」（リヤド協定)と呼ばれる。

 裁判所の判決や国際仲裁の判断を執行する方法が不明なため、事前に執行可能
かを検討することが重要。リヤド協定加盟国において仲裁の判断および裁判の判
決を得れば、リヤド協定の加盟国の裁判所において執行できるとされている。

 その他、GCC6ヶ国間の判決と仲裁判断の相互執行を認める「GCC加盟国間にお

ける外国裁判所への嘱託書と司法通知の執行に関する協定」もある。

▲ リヤド協定の加盟国

GCC諸国
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紛争解決⑦ ICSID条約（ワシントン条約）

 イラン、リビア、スーダンを除く中東諸国は、1966年の「国家と他の国家
の国民との間の投資紛争の解決に関する条約」（ICSID 条約または
ワシントン条約）の加盟国になっている。

 ワシントン条約に基づいて、投資紛争解決国際センター（ICSID） に対して国家
に対する損害賠償を請求することができる。

ワシントン条約の加盟国
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紛争解決⑧ 中東地域における国際仲裁機関

Cairo Regional Centre for 
International Commercial 
Arbitration (CRCICA)

Dubai International Arbitration 
Centre (DIAC)
Dubai International Financial 
Centre (DIFC-LCIA)

International Arbitration and 
Conciliation Centre,  Qatar

GCC Commercial Arbitration 
Centre, Bahrain

BDCR-AAA – Bahrain Chamber 
for Dispute Resolution Abu Dhabi Commercial 

Conciliation and Arbitration 
Centre (ADCCAC)

Saudi Centre for 
Commercial 
Arbitration (SACC)

Istanbul Chamber of Commerce 
Arbitration Centre

Lebanese Arbitration and 
Mediation Center (LAMC)
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紛争解決⑨ 裁判と仲裁の比較

中東地域の訴訟 国際仲裁

秘密性 通常、判決は公表されないが、裁判は
公判になり、記者を含む誰でも公開の
法廷に出席できる。

通常、秘密保持性が高い。

上告 サウジを除いて三審司法がある。 原則、控訴不可。

弁護士費用請求 原則、勝訴しても請求できない。 原則、勝訴すれば請求可。

執行 管轄地以外の執行は限定的。 国際条約に基づいて世界中にて
執行可能のはず。

保存差押 多くの国では可能。 不可能だが、場合によっては裁判
所に対して請求可。

外部監査・確認 外部専門家（監査法人）による検査に
て確認される。

仲裁人の判断による。

公平性 原則、公平性は期待できるが、汚職な
どの可能性もある。

公平性が期待されているが、上告
手続きがない。

一般論として、当事務所は国際仲裁という紛争解決方法をおすすめするが、貿易債権
の場合、債権者は債務者の現地裁判所に申し立てをする権利を留保することを規定
することも可能であり、そうすることが望ましい。
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紛争解決⑩ 中東地域における訴訟・判決執行

UAE判決の国外執行：リヤド協定（前述）の他に、UAE裁判所の判決の
執行を認める条約が多数あり、フランス、ナイジェリア、インド、イラン、
パキスタン、イギリス等と締結している。

UAE民事訴訟法は、国外の裁判所の判決の執行に関して、相互主義を採用しており、
当該国はUAE裁判所の判決を執行するのであれば、ＵＡＥ法は執行を認めるように規
定されている。

しかし、実際問題として、条約であろうか民事訴訟法に基づく相互主義に基づく根拠で
あろうか、UAE裁判所にて国外の裁判所の判決の執行が極めて難しい。

UAEにおける訴訟

• UAEは、イギリスのように事務弁護士と訴訟弁護士の資格を分けており、訴訟弁護
士はUAE国民の独占業務になっている。

• 当事務所は事務弁護士として、訴訟弁護士と連携してUAE裁判所の訴訟を管理す
ることは多い。また、当事務所はUAE国外の訴訟を現地訴訟弁護士と連携して管

理することが多い。（また、当事務所はエジプト、イラク、シリアで訴訟弁護士が所
属。）
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 準拠法の規定：イングランド法や米国ニューヨーク州法をはじめとする
判例に拘束力があるコモンローの法域が理想的。用語の定義や解釈
にも一定の基準がある。 （例：「合理的」、「過失」、「最大限の努力」など
の文言の定義が明確）

 ただ実際は、不合理に愛国心から自国法を準拠法とすべく交渉してくる例がよく
見られる。（例：日本法は日本企業にとって有利とか。）

 新興市場諸国の契約当事者は、かつて帝国主義の元、外国に支配された歴史
から、外国法を準拠法とすることに抵抗感がある場合がある。

 UAE法が準拠法の場合：実際は、想像するほど大問題ではない。

• 契約書上の準拠法にかかわらず、業務が行われる国・地域の法規制（代理
店保護の規定）に従う必要があるため。

• 多くの場合、現地法に準拠する上で大きな問題となるのは「不確定性」であり、
それ以外の大きなリスクにさらされるとは考えにくい。 （例：「最大限の努力」
が定義されていない）

• なお、米国法とオーストラリア法の州法まで特定すべきのように、首長国法ま
で特定するべき。

 サウジ法が準拠法の場合：民法および商法がないため、不確定性が非常に大き
く、契約書を細かく規定することは重要。

準拠法・紛争解決の規定① 契約の交渉：準拠法の規定
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 紛争解決条項：準拠法と同様、理論が広く理解されていなく、論点は、

• 契約相手の所在国はどの国際条約を批准しているか？

• 契約相手の資産・債権はどの国にあるか？

 準拠法と同様に、「愛国心」に基づき交渉が行われることが多いが、一般論として
国際条約による執行が可能な国際仲裁による紛争解決条項を規定することが好
ましい。（ただし、登録される代理店契約、雇用契約、賃貸借契約など、必ず現地
法と現地紛争解決地を規定しなければならない契約はある。）

 中東地域で使用される契約の紛争解決地を中東地域外の裁判所（日本の裁判
所、 NY州、ロンドンの裁判所）とすることは、多くの点で望ましくない。

 中東で日本国内の裁判所による判決が執行された事例はないが、逆に相手方は
日本国内に所在する企業に対して執行できる可能性がある。

 現地裁判所による判決が日本企業にとって有利な場合がある。

• 現地裁判所によって日本企業にとって有利な判決が下された場合、そのま
ま相手に対して執行することができる。

• 一方、日本企業に不利な判決の場合、日本を含む中東地域国外での執行
は非常に難しいので、相手は執行できない場合がある。

準拠法・紛争解決の規定② 紛争解決の規定
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 斬新なアプローチ例

“The laws of Saudi Arabia, to the extent consistent with international law, shall 
govern this Agreement for all purposes, including the resolution of all Disputes 
between or among Parties. To the extent the laws of Saudi Arabia are not 
consistent with international law, then international law shall prevail.” 
「国際法と整合する限りにおいて、サウジアラビア法が、当事者間に生じる
全ての紛争の解決を含む、本契約における準拠法となる。サウジアラビア
法が国際法と整合しない範囲において、国際法が本契約における準拠法と
なる。」

 裁判所にて紛争を解決する場合は効果的ではないと思われているが、国際仲裁
に関する記載を加えることにより、仲裁人に国際取引上の一般原則に基づいた
判断をする自由が与えられる。

準拠法・紛争解決の規定③ ケース・スタディー①
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 好ましくないアプローチ例

“This contract shall be governed by the common principles of the laws of Japan 
and Nigeria, unless they are inconsistent with the laws of Saudi Arabia, in which 
case the laws of Kuwait shall apply.”
サウジアラビア法と整合しない場合を除き、日本法及びナイジェリア法共通
の法則が本契約の準拠法となる。かかる不整合が生じる場合には、クウェ
ート法が適用される。

 好ましくない理由は、条項の意味が不明確。紛争が発生した場合、広範囲のリサ
ーチが必要とされる。

 弁護士以外の営業・総務担当者や経験の少ない弁護士（の過失）により作成され
た妥協案として、上記のような文面が見られることもある。

 不注意による契約作成例

• そもそも存在しない紛争解決機関を規定する事例がある。

• 例： “UAE Court of International Arbitration”、 “Dubai Chamber of Commerce”

準拠法・紛争解決の規定④ ケース・スタディー②
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一般的な商業契約（※）によくあるケース：

このような時は、どう交渉すればいいのだろう？

※：準拠法と紛争解決方法が現地法により定められている登録代理店契約、賃貸借契約、雇用契約など
に該当しない場合がある。

準拠法・紛争解決の規定⑤ 交渉シミュレーション①

As a Japanese company, we propose:
日本企業である私共は、以下を提案したい。

Governing Law: England
準拠法：イングランド法
Dispute Resolution: SIAC Arbitration in Singapore
紛争解決機関：シンガポール（SIAC）

NO!
Governing Law: UAE
準拠法：アラブ首長国連邦
Dispute Resolution: Abu Dhabi Courts
紛争解決機関：アブダビ裁判所
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準拠法・紛争解決の規定⑥ 交渉シミュレーション②

中立的な準拠法が望ましい。当社は、日本企業なので、
イングランド法はどうか。
A neutral governing law is ideal – we’re from Japan, not the 
UK.

現地の法律に従わなければならないので、この契約も現地
法で。
But you must follow local law, so this contract should be 
under local law.

契約義務から逃げるためではなく、法解釈の一貫性が高い
ので、この準拠法を指定したい。英国法は、国際的な商業
契約における基準となる準拠法の一つ。
Governing law does not let us escape our obligations. It is 
for interpretation.  English law is one standard governing law 
for international commercial contracts.

妥協案：

 英国法に似たDIFC法を準拠法とする。（「イングランド法ドバイ版」）

 または以下のような但し書きを加え、安心させる：“Notwithstanding the governing 
law of this agreement, the parties will adhere to the requirements of UAE law.”
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準拠法・紛争解決の規定⑦ 交渉シミュレーション③

海外の紛争解決機関が望ましい。当社は、日本企業で
あり、シンガポール企業ではない。
An overseas forum to hear any dispute is ideal.  We’re 
from Japan, not Singapore.

国内商事案件に関する外国機関の判断は、信用できな
い。
But we don’t trust a foreign forum to rule for domestic 
commercial matters.

国際仲裁は中立であり、UAE国籍の仲裁人も選ぶことも
可能である。
International arbitration is neutral and can include UAE 
arbitrators.

妥協案：

 DIFCにおけるDIFC-LCIA国際仲裁

 （アブダビのADCCAC、ドバイのDIACは、相対的に望ましくない。）
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 成功例：DIFC準拠法、DIFC-LCIA国際仲裁

 妥協例：UAE準拠法、 DIFC-LCIA国際仲裁

 あまり好ましくない例：イングランド法準拠法、アブダビ裁判所→ なぜ？

準拠法・紛争解決の規定⑧ 交渉シミュレーション④

新興国の裁判官がどのように外国法を
解釈するか、予測が困難。

他方、（準拠法がどの国のものであれ）国
際仲裁人が合理的判断をすると予測でき
るため。

つまり、準拠法より、紛争解決地の選択のほうがより重要！
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破産法・担保設定法① 破産法体制と実務

旧体制：1993年制定の商法上に、商人の破産に関する簡単な規定があり、
また、刑法上の責任も一部問われる。

新体制：2016年に倒産法が制定され、清算型破産の他、２つの救済型倒産が規定さ
れた。

 予防組成(Preventative Composition)
まだ倒産していない、財務難に落ちた事業の救済について、代理人である管財人
と債権者との交渉によって合意がなされ、かかる再生プランに対して一般債権者
の３分の２が同意し、裁判所が許可した場合、成立する。担保設定債権者は、再
生プランに同意しない限り、影響がない。

 倒産再編（Insolvency with restructuring）
倒産した事業が、裁判所にて申立てをして、管財人の判断により５年以内に再生
が可能な場合、裁判所は再生プランを発行して、一般債権者の３分の２の同意を
得た上で、裁判所の許可により成立する。担保設定債権者は、再生プランに同意
しない限り、影響がない。

 破産と清算(Bankruptcy and Liquidation)
上記のいずれも不可と判断された場合、裁判所は事業の清算を命ずる。
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破産法・担保設定法② 破産事件の事例

 近年、大型破産事件が増加しており、ほとんどの場合、銀行と政府が中心と
なって債権者による倒産企業の再生・事業売却・経営主導権取得を行っている。

• Al Ghosaibi (2009年～2015年)：サウジ財閥による中東最大の倒産。

• Dubai World, Nakheel (2009年)：事実上の倒産となったものの、債権者との交渉により事業の継
続を達成。

• Damas (2011年)：銀行を中心に資産売却と再生が行われた。事業主は撤退。

• Al Jaber (2011年～2014年)：アブダビ財閥で、銀行の債権者を中心に再生が達成。

• Dubai Drydocks (2012年)：Dubai World子会社。特例によって、DIFCの破産法体制が適用され、再
生を達成。

• OW Bunkerのドバイ子会社（2014年）：多国籍企業のドバイ子会社の破産。

• Atlas Jewelry (2015年)：宝石販売を事業とするインド系ドバイ会社が倒産。

• Abraaj Group（2018年）：ドバイ大手ファンドが事実上倒産（外国裁判管轄）。

• GARMCO（2019年）：バーレーン新倒産法による予防組成の初めての事例。

 その他報道されていない案件も多い。債権者と債務者の間の返済合意により和解する
こともあるが、多くの場合は事業主が実質的に撤退して、債権者・新株主（新事業主）に
より経営陣が選任され、債権者が一定の権限を持つようになる。

 「2015年以降、毎年約500のフリーゾーン企業を含むUAE企業が実務上破産する。」
（2019年のUAE民間銀行の回収担当マネジャーによるコメント。）
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破産法・担保設定法③ 従来の担保設定法

 不動産、自動車、船舶には担保の登録制度があり、担保の
設定は簡単で、債権の執行も可能だが、金融機関のみが
抵当権設定者になれる。

 以下のとおり、一部のアラブ湾岸諸国において、
債権譲渡の手続きは簡単ではない。

国 根拠法 債権譲渡 債務譲渡

エジプト法 民法第303～314条 イングランド法、ニューヨーク州法、日本法と同
様、債権者と債権譲受者の合意のうえ、

債権者から債務者に対する
通知のみで譲渡可能。 債権者、

債務者、

債務譲受者
の3者同意
が必要。

オマーン法 民法第160～164条
イラク法 民法第362～374条

カタール法 民法第324～336条 債権者と債権譲受者の同意のうえ、債権者か
ら債務者に対する、法務省認可の訴状通知業

者の通知により、譲渡が成立する。
クウェート法 民法第364～376条

UAE法 民法第1109～1113条 債権者、債務者、債権譲受者の3者合意が必

要。ただし、債権者の債権は債務者の同意な
しに動産担保設定法の対象となりうる。

ﾊﾞｰﾚｰﾝ法 民法第603～606条
サウジ法 シャリーア
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破産法・担保設定法④ 担保設定可能の範囲（新法）

 2016年にUAE（旧）動産担保設定法が制定され、2017年に

連邦政府機関であるエミレーツ開発銀行の傘下に動産担保
設定機関（EMCR）が設立されたが、2020年に（新）動産担
保設定法が制定された。

 従来の民法に基づいて、契約における所有権留保などの合
意で、債務不履行の場合は対象商品の返還請求権を行使
できたが、第三者に対する権利がほとんどない。

債権者
債務者

銀行口座

商品 商品を受け取った
第三者

破産手続きにおけ
る一般債権者

従来の法制度に基づく
可能な債権者の権利範囲

動産担保設定法制度に基づく登録により、
ＥＭＣＲにて可能な担保権設定者（債権者）の権利範囲

 新しい動産担保設定法に基づいて、EMCRにて商品のみならず銀行口座に担保の
設定を登録して、債務者のみならず第三者に対する権限を行使できるようになる。

なお、サウジは2018年4月に（新）商業抵当権設定法を制定した。
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 従来の民法に基づく担保設定が限定的であるため、先日付小切手または
日付未記入の小切手は、商品の委託販売の支払いを確実にするために、
ドバイおよびUAE北部においては慣習的に担保として利用されてきた。

 不渡りの場合には刑事罰が科せられるので、支払いを促す効果があると考えられ
ていた。支払い請求をするためには、別途民事訴訟を起こす必要がある。

 しかし、小切手不渡りの申立ては、必ずしも確実な効果はない！ドバイで拘束され
たことや警察による介入などの話は沢山あるものの、検察の態度に一貫性はない。
債務者が収監される場合もあるが、処罰を免れる場合もある。

 2017年3月をもって（ドバイにおいてのみ）ドバイ刑事訴訟法が制定され、小切手の
不渡りに対する刑事罰が禁錮刑から単なる罰金に変更された。（ 2017年12月4日付
けのドバイ検察庁ガイドラインにより、AED200,000以下の小切手不渡りにのみ適
用される。）

 2020年のUAE連邦刑法改正により、2022年1月に小切手不渡りの犯罪責任がなく
なるように規定されているが、実務はまだ不明。

 実務次第だが、UAEにおいて小切手は準担保として使えなくなる可能性がある。

破産法・担保設定法⑤ UAE慣習～先日付小切手
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 サウジアラビアの商慣習では、債務者又はその事業主から約束手形
（Promissory Note、PN）を受け取る慣習がある。

 サウジ司法機関にて執行が簡単で、最低限の要件を満たせば、直接に執行裁判
所に対して執行を請求することができる。

 執行手続きは約6か月で立証する必要がない。一方、契約書保証書の執行手続き
は1年以上（3年かかった事例がある。）

 PNが有効に成立する要件は簡単。しかし、不注意に作成されたため、執行できな
かった事例もあるので、注意深く作成して、サインさせて、保管しなければならない。

 債務者以外、事業主もしくは親会社からの単なる「保証書」もよく使われている。

破産法・担保設定法⑥ サウジ慣習～約束手形
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政府契約・建設契約紛争① 日本企業のよくある失敗

 残念ながら日本企業は中東地域の建設契約紛争における失敗例は
山ほどある。失敗の元：

• 人間関係で解決できると思い込むこと。

• 細かいはずなのに、紛争の回避策については大まか。

• 戦略的に考えないこと、ズルくないこと。

• すぐに弁護士・外部専門家に相談しないこと。

 「汝平和を欲さば、戦への備えをせよ。」 多くの紛争は和解により解決している。
ただし、最悪の事態に備え、しっかりと準備をし、立場を有利にしておくことが、結
局は争いを悪化させないことにつながる。

 紛争解決規定

 中東地域の建設契約における紛争解決規定の多くは現地の仲裁機関を定め
る。

 例外的にロンドンやシンガポール国際仲裁、調停、またはDispute 
Adjudication Boards （DAB）が規定されている。
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政府契約・建設契約紛争② 仕様変更及び工期延長

仕様変更（Change Order, Variation）
 発注者側からの要求により仕様変更をしたものの、完成後に発注者に

認められず、建設業者が回収できない問題は多い。回避策としての注意点: 
• 契約に規定されている手続きを正確かつ厳密に行う。（契約に基づかない仕

様変更は認められない可能性がある。）

• 仕様変更を請求する発注者側の担当者が、権限を有している者か確認する。

• 必ず全ての記録が保存されているようにしなければならない。

工期延長（Extension of Time, EOT）
 事前に紛争を避けることは重要。建設業者の契約管理部は進捗状況や使用変更

を厳しく監視し、手続きを承認しなければならない。

 工期延長は、建設業者に時間的余裕を与える契約の規定だが、契約義務履行の
ために必要な追加金額は補填されない。

 （契約義務の履行を妨げる）「事態」としては、資源の入手可能性、機器の状態、
悪天候などがあげられるが、常に契約の内容に基づいている。

 正当な理由に基づき工期延長などを要請する場合には、契約に従い、慎重に管
理しなければならない。
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政府契約・建設契約紛争③ 不可抗力（ﾌｫｰｽﾏｼﾞｭｰﾙ）

 不可抗力の法的根拠

• 不可抗力は、UAE、エジプト、クエート、イラク、カタールなどの
民法上認められている概念である。

• サウジアラビアおよびイランは不可抗力を規定する法律はないが、イングラン
ド法のように、不可抗力の規定は契約上合意が得られている。

 不可抗力は法的に阻害、変更、遅延の最も深刻な水準を意味する。不可抗力が
生じた場合の最大の問題は、契約上合意した内容に従うことである。

• 不可抗力の事態が発見または発生した時点で相手方に通知する期限。

• 不可抗力の効果は一時的なものである場合が多く、最終的には契約解除とな
る。

• 契約に従って不可抗力の事態について宣言しないと、不可抗力について認め
られない可能性がある。
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政府契約・建設契約紛争④ 法律改正による影響

 契約の当事者が国家・政府・公共機関である場合、法律改正により、
契約の内容を変更することがありうるので、安定化条項（Stabilization Clause）
で一方的な変更を禁止することが重要である。

 政府系法人との契約は法律の変更からの保護を規定しておくべきである。

• 既存の法律の改正および廃止

• 新しい法律

• 税制の変更等

• 業務許可・ビザ発給にかかわる問題

• 当局の規則および命令の変更等

• 裁判所・当局による法律解釈の変更等

 安定化条項の拘束力・執行力を現地弁護士と確認することが必要。

 発注者が政府系企業の場合、二カ国間投資協定やICSID協定に基づいて訴える
事例がある。
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債権回収① 油価下落による不景気及び流動性問題

政府

• 油価下落による収入減

• 政治的不安が広がる一方、支出を
通じて自信を示したい

• 規制などの部分的な改善や緩和

• 北アフリカ（アルジェリア、エジプト）
：海外 資本流出制限

政府系企業

• コスト削減、リストラ

• 贅沢できない

• 国民雇用を重視

現地銀行

• 政府系企業からの借金の増加

• コスト削減、利益の減少

• 支出の制限

• 瑣末な理由をつけて融資の提供を渋る

• 米国財務省および米国法務省からの
イラン制裁違反の疑いによる審査

地元企業

• 三重苦! 
• 政府系顧客からの支払い

の遅延

• 銀行による融資の停止（特
に中小企業）

• 資金繰りの困難ー未払債権
が多い一方、支払債務も多
い。

油価
下落

日本企業をはじめとする
多国籍企業

• 注文の減少、模範品
部品の購入

• 代理店や売買者から
ローンや出資の要求・
誘惑

• 債権回収問題の悪化

税制導入、国債・首長国債の発行
（例：2017年GCC諸国の付加価値税（VAT）および物品税の導入、

UAE連邦法の財政法の制定により連邦政府国債の発行が可能となった。

社債の発行、資産売却、IPO
(ADNOC(子会社２社成立)、ARAMCO(株式1.5%のみ上場)

予算審査

ローン
需要
増加
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債権回収② 文化的注意点と弁護士への頼み方

 アラブ湾岸社会は日本に近い信頼社会で、人間関係を重視するという
共通点がある一方、債務に関する文化と考え方は日本とかなり違う。

 「関係が良好である限りは、支払いはいつでもいいだろう」という考え方があり、通
常の取引関係においても、支払期日をかなり過ぎてから支払いがなされることがあ
る。「アラブ社会では、債務者が罪悪感を感じるまで支払わない。」という説もある。

 「礼儀」が大きな意味を持つ中東社会において、すぐに厳しい取り立てをされると侮
辱に感じる場合がある。しつこく催促することは関係を悪化させるおそれがあり、ハ
ードすぎる取り立てにより、先方は心理的に相手をシャットアウトする場合がある。

 まずはエスカレート方式で、はじめは丁寧かつ明確な内容にて連絡をし、必要に応
じて徐々に圧力を加えていくべき。

 弁護士からの警告書は魔法のような解決策ではない。弁護士からの警告書は交
渉の最終段階において取り立ての警告書として利用するべきではないが、相手方
に対して問題が重大化していることを示す手段としては有効である。なお、本気で
法的措置をとる意思がなければ、弁護士からの警告書の効果は限定的だと考える。
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 日本の商慣習のように、必ず期日まで支払う文化がない中東地域において、支払い
遅延に対しては、価格を調整することで対応できる。

• 支払い方法に応じて価格を調整すること。（例えば上記赤字のとおり。）

• 貿易債権全額の回収確率に基づいて、国ごとに価格全体を調整する。もしくは現
地市場の買主全員に債権未回収によるコストを負担させる。 （下記表は一例。）

債権回収③ 支払いリスクと価格調整

Seller Risk Buyer Risk
後払い 担保／保証 Ｌ／Ｃ

与信管理で後払い 貿易保険 前払い
+>5% - -2%

+5% - -5%

国 市場全体回収確率 価格調整（値段） 市場全体から回収
（100個の場合）

日本 99% 100+0%(100) 9,900
ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱ 95% 100+4.2%(104.2) 9,899

UAE 90% 100+10%(110) 9,900
エジプト 85% 100+16.5%(116.5) 9,902

71 |  中東ビジネス関連法セミナー 第二部 紛争解決編



 シャリーア（イスラム法）は広く知られているとおり、「リバ」（金利）を禁じており、
これはイスラム金融の根幹の一つであるが、多くの国は遅延金利を認める。

債権回収④ 金利の請求

利子に関する契約上の合意がなければ 最大利子 根拠法
UAE ﾄﾞﾊﾞｲ裁判所の最高裁の決定により5%※、

ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ民事訴訟規則第61条により12％。
（※2021年6月に9％から修正）

定めていない 民法第714条、
商法第90条

ｻｳｼﾞ･
ｱﾗﾋﾞｱ

「利子」を認める法的根拠はないが、
「遅延ﾍﾟﾅﾙﾃｨｰ」は裁判所により認められる

定めていない なし

クウェート 7％ 定めていない 商法第102条
カタール 「遅延ペナルティー」は認められる 定めていない 民法第372条
オマーン 6.5%（商工産業省令の定めにより） 6.5% 商法第80条
エジプト 5% 7% 民法第227条
イラク 5% 7% 民法第171条

 金利を請求することで、債務者に支払いをさせる手段になったり、債権回収のため
の裁判費用に充当できる可能性がある。

 金利は債権の取り立ての際に戦略的に使える。支払いの遅延を反映した新たな請
求を発行し、債務者が支払い遅延をおこした場合にはどうなるかを記載しておく。
（債権は債権回収を放棄するとしても、かかる通知をすることで債務者に真剣であ
ることを示すことができる。）
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 前払い取引の債権回収問題発生の「芽」：多くの貿易債権回収問題は、
先方が従来の支払い方法をできなくなることを発端としている。例えば、

• LCを発行できなくなること。

• 発注してから、出荷まで前払いする合意内容なのに、出荷まで支払いされない。

 後払い取引の典型的な貿易債権回収問題：買主は支払いできなくなり、取り立てに
対して「少し待ってくれ」と要求してくる。

 いつまで待ってほしいか？だらだらと延期しないために、早めに債務の全額が対象
となる返済プランの提示に基づいて、和解契約書を締結することが重要。

 返済プランの重要性：返済プランを早めに受けた債権者は、優先的に支払われるこ
とを期待できる。返済プランを要求しない債権者は、本気ではないと思われる件が
多い。

 和解契約の重要性：もともとの売買契約書の債権者にとって不利な条件をやり直し
し、返済プランの分割払いにおけるいずれの支払期限を超えた場合には、全額に
ついて支払期限が到来し、即時に提訴するように規定する。

 できれば、経営者又は事業主からの保証又は小切手／PNを入手することが望まし
い。

債権回収⑤ 返済プランにつき合意
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 多くの売買契約書等は、不注意な内容で締結されており、債権の金額を
法廷で立証し、法的措置を執行することが困難な場合が珍しくない。
典型的な問題は、
• 契約書が正しく締結されていない、又は複数の契約書がある。
• 代理店契約書・マスター売買契約書以外の当事者（関連会社）からの発注
• 準拠法や紛争解決規定により執行は不可能

 和解契約の交渉しながら、売買契約書の弱点を開示せず、和解契約書により、回収
オプションを増やし、債権者に有利な内容の和解契約を締結することができる。

債権回収⑥ 和解契約書により弱い立場を強くする

売買契約書でみられる弱点 和解契約書による解決

書類 複数の契約書や請求書で立証が難しい 一通の契約書で立証が簡単

債権の立証 複数の発注者から発注があり、請求書や
出荷に関する事実を立証する必要

一通の契約書で立証が簡単

消滅時効 消滅期間に近づいているか、消滅している 債務の承認により新しい起算点

遅延利息 なし 9%～12%（UAE商法の基準）

担保 なし 事業主からの保証書、小切手

紛争解決 東京地方裁判所 国際仲裁または現地裁判所
（債権者が選択）
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信用調査

 中東地域において、国際信用調査会社のサービスの質
に期待はできない。

 ドバイ商工会議所をはじめとする現地系信用調査機関は
一定の信用調査サービスを提供しているが、情報は限定的。

 ドバイ以外の信用調査は難しく、現地調査会社に依頼したほうが効果的。

貿易保険

 貿易保険は貿易債権回収の重要なすべり止めとなるが、契約違反によるリスク
も考慮するべきである。

 日本国内にて付保された貿易保険は、日本の保険の適用基準に従って履行され
る可能性が高い。

 しかしながら、日本国外（特に中東）の保険会社は、保険約定上の規定を厳格に
運用すると、無責（保険金支払いに該当せず）となる可能性もあるので、保険の
利用には一定の注意が必要である。

 かかる事態は国際的な保険会社により再保険がかかっている場合でも起こりうる。

債権回収⑦ 信用調査及び貿易保険
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 買手の債務者の債務不履行（未払い）は、買手の買手の債務不履行に
よる場合がある。

 最終買手が買手に支払いをするものの、買手が売手に支払いをできない場合、
これは重要な危険信号であり、買手のキャッシュフローの問題、債務超過、又は
差し迫った破産の可能性がある。

 法的措置による回収が効果的な事例はある。

 債権譲渡が難しいため、発注者などのエンドユーザーとの直接交渉することの効
果は限定的である。

債権回収⑧ 債務者の債務者不履行の場合

発注者 サブ・コントラクター メーカー

債権チェーンにおいて、債務不履行の当事者を確認する価値がある。

商社コントラクター サプライヤー
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 債権回収が困難になると債権回収業者に丸投げする慣習・体制のある
地域は多いが、他の地域に比べて、UAE及びサウジアラビアをはじめと
する中東地域における債権回収業社の活躍は限定的であり、取り立て
作業を中心としたサービスを提供する。

 その理由は、

• 他の地域のように、債権譲渡が簡単ではなく、債権を買い取る業者が少ない。

• 回収成功率は低いため、成功報酬ではなく比較的高い費用を請求する業者が
多い。

 債権回収業者は、主に銀行のために取り立ての活動しており、商業債権の回収の能
力は低く、「債権業者からの取り立ての連絡がくるということは、債権者が回収をあき
らめたのだろう」という考えをする場合もある。

 裁判所の判決が出てから、判決の執行リスクのみを負う米国系投資ファンドは、
2～5割引で債権回収を買い取る事例がある。

債権回収⑨ 中東地域における債権回収業者
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債権回収⑩ 最後の注意点

支払期日を過ぎた時！

 まずは先方に支払い状況を確認し、礼儀正しく取り立てをし、先方の
支払う意思と能力を確認する。

 早めに関連契約書等の内容を確認し、請求の法的根拠を調査する。

 （特に法的立場が弱ければ、）先方の返済プランを認める代わりに、債権者にとっ
て有利な内容の和解契約書を交渉して作成し、締結すること。

 必要に応じてエスカレート方式で取り立てをする。

するべきではないこと：

 回収の法的根拠を把握をせずに、即時にアグレッシブな取り立てをすること。

 自社の責任を認めたり、権利を放棄したりすること。

 先方の返済プランを拒否するだけで、何ら合意がないまま回収方法を悩む。

 法的措置を恐れる。

押し売りして大変恐縮ですが、早めに弁護士にご相談ください！

（単なるメールや電話だけで請求書をお送りすることはございませんから！）
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外資規制① GCC諸国における外資制限
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国 外資制限 会社登記局 外資規制局

UAE 原則49%まで（注：フリーゾーンの場合
は100%、2021年に一部のセクターは
フリーゾーン外でも100%）

経済省、
各首長国の経済開発局、

各フリーゾーン庁

クウェート 49%まで（注：投資ライセンスの場合
は100％も可能）

商工産業省 外資投資局

カタール 原則として49%まで（注：一部のセクタ
ーでは100%が許されている）

商工経済省

オマーン 2020年1月から100％ 商工経済省

ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱ 原則、投資省（MISA、旧総合投資庁、
SAGIA）の許可を取得次第、100% 
（注：一部のセクターに制限がある。）

商工投資省 投資省
（MISA、旧

SAGIA）

バーレーン 原則100%（注：一部セクターに対して
は制限がある。）

産業商工観光省



外資規制② GCC加盟国投資協定に基づく外資ルール
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しかし、多くの政府
当局の解釈により、
GCC諸国以外の投
資家はGCC加盟国

投資協定の利益を
間接的に得ることを
許さないため、いか
なる非GCC資本が

入る場合、従来の
外資制限が適用さ
れる。

ただし、例外的に
GCC資本が51％以

上であれば、上記
の仕組みを許可す
る事例がある。

UAE、カタール、ク

ウェートにおいて
49%までの外資制
限がある。

GCC加盟国投資協
定に基づき、GCC加
盟国民は、他の
GCC加盟国内にお
いても、法人の完全
保有（100%） が可能
とされている。

49%
FDI 49%

51%
UAE

49%
FDI

51%
GCC24%

FDI

51%
UAE

25%
GCC100%

GCC

原則
（会社法）

原則の例外
（GCC加盟国投資協定）

原則の例外の例外
（本協定の解釈）

原則の例外の例外の例外
（行政当局の自由裁量による）



外資規制③ UAEの2021年外資規制緩和

• UAEは2018年に直接投資法を制定し、会社法による49％までの外資制限は維持

されていたが、ネガティブ・リスト以外の業種であれば外資ライセンスを取得するこ
とにより100％外資が例外的に許可された。

• FDI法が制定されてから約2年間、外資ライセンスが一件も発行されておらず、
2020年末に会社法が改正されたと同時にFDI法が廃止された。

• 2020年9月27日に会社法の改正が公表され、以下の外資規制緩和は2021年3月
27日に施行された。

• 会社法第10条の改正により、49%までの外資制限が従来のままで規定されて
いるが、戦略的効果業種に外資制限が緩和される体制が設けられた。

• 会社法第329条により、外国法人の支店には国民代理人（スポンサー）の選任
が必要だったが、第329条が削除され、スポンサーの選任が不要となった。

• 2021年5月末に連邦政府は戦略的効果業種（Sectors with Strategic Effect）を決め

る役割を放棄して、各首長国にて戦略的効果業種を決める権限を委託して、アブ
ダビ首長国とドバイ首長国は100％外資の業種を発表した。
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外資規制④ その他の諸国外資制限

イラク 100%（2003年に49％から緩和されたが、2019年の会社法の改正により、
51％のイラク国民の要求が再び規定された）

エジプト 100% （注：一部セクターに制限があり、総合投資庁(GAFI)の許可が必要）

トルコ 100% （注：一部セクターに制限がある）

ヨルダン ほとんどのセクターにおいては49%または50％まで

レバノン 原則100％

シリア 100％（2009年に49％から緩和された）

イラン 原則100％
イエメン 100%（2009年に49％から緩和された）

リビア 原則65％まで（特別な許可があれば、100％まで）

チュニジア 原則50％まで（特別な許可があれば、50％以上）

アルジェリア 49%まで

モロッコ 原則100%
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中東各国の会社法は若干異なるが、UAEでよくみられる事業形態は
中東全域で使用されている。

 Establishment (Est.)：国民の登録されている個人事業。原則国民の

氏名と商業活動が社名になる。法人格はなく、事業主である国民本
人が主体である。

 外国法人の支店：外国法人の現地支店、独立した法人格がない。
UAEでは、国民代理人（通称「スポンサー」）が必要。

 有限責任会社（LLC、WLL）：最もよく利用されている事業形態。

 株式会社（PSC、JSC）：銀行、保険会社、第三者のための投資業務、
上場企業、IPP法人、政府系企業はPSCでなければならない。

 フリーゾーン法人（FZE、FZCO、FZ-LLC、FZC等または支店）

 民法法人（シビル・カンパニー、Civil Company）：UAE民法に基づい
て設立される無限責任の法人。資本100%外国人個人（法人株主不
可）が可能だが、外国法人の支店と同様に、UAE国民のスポンサー
が必要になる。外国人経営のクリニックやレストランで使われる。

UAEに進出している日本企業の約200社はフリーゾーン法人、約80社は外
国法人の支店、約20社はLLCを利用している。

事業形態① よくみられる事業形態
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 法人の設立手続のほか、商業活動の内容が記載されている「商業ライセンス」の
取得も必要となる。

 商業ライセンスの種類は以下のとおり。

• ｺﾏｰｼｬﾙ・ﾗｲｾﾝｽ（またはﾄﾚｰﾄﾞ･ﾗｲｾﾝｽ）：販売、一般的な商業活動

• ｻｰﾋﾞｽ･ﾗｲｾﾝｽ：サービス業

• ｺﾝﾄﾗｸﾃｨﾝｸﾞ･ﾗｲｾﾝｽ：工事・建設・保守業務

• ﾌﾟﾛﾌｪｼｮﾅﾙ･ﾗｲｾﾝｽ：医療、設計、法律事務所、広告代理業

• ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾗｲｾﾝｽ：製造業、その他産業

• ﾂｰﾘｽﾞﾑ・ﾗｲｾﾝｽ：観光業務・ホテル運営

 同じ法人が複数のライセンスを取得できるが、それぞれ事務所・営業所が必要。
（中東諸国はペーパー・カンパニーを認めないため、事務所・営業所毎で賃貸借
契約書を締結し、登録している事業内容と実際の商業活動の一致していることが
要件。）

 商業ライセンス証明書は会社登記証明書・登記簿にあたる。

事業形態② 商業ライセンス
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事業形態③ ドバイのフリーゾーンの歴史

 ドバイは物流のハブ化経済政策の一環として、1970年代にジェベル・アリ村に中東
最大の港作りに着手、1979年に完成した。外資誘惑政策として、1980年にフリーゾ
ーン（非関税地区）として設立された（ジェベル・アリ・フリーゾーン、JAFZ)。

 1985年に、フリーゾーン庁（JAFZ Authority、JAFZA）が設立され、JAFZはドバイ支
庁の管轄から外れて、JAFZAが唯一の管轄当局となった。

 1992年に JAFZA規則により株主1名のみの「free zone establishment」（FZE）という法
人の設立が許可され、1998年旧会社法の改正により、フリーゾーンは外資制限が適
用外となり、外資100％「free zone company」（FZCO）の設立が認められた。

 1996年にはドバイ空港フリーゾーンが設置され、2000年以降、ドバイに30箇所余り

のフリーゾーンがテクノロジー、ヘルスケア等の事業目的に応じた。旧会社法改正
後に設立されたフリーゾーンはFZ-LLC（フリーゾーン有限責任会社）という形態のみ。
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1973年のドバイ 1990年のドバイ



事業形態④ ドバイのフリーゾーン地図

 「フリーゾーンの地図って、あ
りますか？」

 （どう探してもありませんでし
た。）

 従って、当事務所が作成しま
した。
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事業形態⑤ アブダビ及びUAE北部のフリーゾーン

 近年、アブダビ首長国でもフリーゾーン設置を推進している。但し、現時点では
ドバイのフリーゾーンに比べ目的が限定されており、発展段階にあるといえる。

 アブダビの主なフリーゾーン

• Masdar：2006年設立。再生可能エネルギー関連企業が中心。

• Twofour54：2008年設立。メディア・エンターテイメント関連の大企業が中心。

• Khalifa Industrial Zone Abu Dhabi (KIZAD)：2012年設立の大規模な産業都
市（工業団地）で、一部はフリーゾーン。

• Abu Dhabi Airport Free Zone (ADAFZ)：2012年開業。

• Abu Dhabi Global Marketplace (ADGM)：2013年に計画が発表された金融
フリーゾーンで、2015年に規則が公表され、2016年に開業。

 UAE北部5つ首長国は経済政策としてフリーゾーンを設立している。
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事業形態⑥ フリーゾーン法人の短所および産業都市

 一方、マーケティング活動や展示会への参加、代理店名義による商業行為、会
議への参加などは、労働法に違反しない限り問題ないとされている。

 フリーゾーン法人は、商品をフリーゾーンからUAE本土に「輸入」することができ
ない。（実質的には輸入する資格がないとされる。）

 フリーゾーン法人は、登録しているフリーゾーン内に
限り、商業活動をすることが許可されている。フリー
ゾーン外での商業活動は禁止されている。

 「商業活動」の定義ははっきり定められていないが、
販売行為、工事・設計、商品の設置・維持作業、物
流・輸送は明らかに商業活動にあたる。

外資制限 関税 管轄当局

フリーゾーン 各フリーゾーンの規定
による（原則制限なし）

海外製品扱い 該当フリーゾーン庁
“One Stop Shop”

産業都市
（Industrial City of Abu Dhabi 
(ICAD)、Jubail Industrial City等）

各国の規定による GCC製品扱い 該当産業都市の管轄権を有す
る行政機関（“One Stop Shop”）

本土 各国の規定による GCC製品扱い 各国の行政機関
“One Stop Shop”ではない
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JAFZフリーゾーン関税門



※：「スポンサー」は、成文法がない時代から使用されている商慣習上の用語だが、複数の意味がある。例
えば①支店の国民代理人、②雇用主またはビザの発行の保証人、③販売店や代理店等の意味を持つ。
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事業形態⑦ 外国法人の支店・駐在員事務所

 多くの日本企業は、UAE（特にアブダビ）における拠点として
支店や駐在員事務所を登記している。

 従来、国民代理人（※スポンサー）を選任しなければならな
かったが、2020年の会社法の改正により、スポンサーの選
任が不要になり、
• ドバイでは、スポンサーからのNOC（同意書）でスポン

サーの解任（登記抹消）は可能。

• アブダビでは、スポンサーとの解約合意書を公証役場
で公証する必要がある。

 従来、アブダビ政府と契約を締結する場合、スポンサーは
アブダビ外出身UAE国民であれば、契約を履行できなかっ
た分野があったが、この点に関する実務は現在不明。

 駐在員事務所は、コマーシャル・ライセンス上では外国会社
の支店になるが、事業目的の欄に「駐在員事務所」と記載さ
れている。



事業形態⑧ 2018年以前の実質的100％外資許可

UAE外資制限が緩和される前、ドバイ政府の経済政策として、アップル社、ファーウェイ社、グ
ーグルの親会社であるAlphabet社、テスラ社が例外的にUAEにて100％外資の会社を設立した
との噂があった。しかし、かかる例外措置は100%外資UAE本土の会社ではなく、100％外資の
フリーゾーン法人がUAE本土においてドバイ政府指定会社がスポンサーになった支店であった。

スポンサーであるドバイ政府指定会社は、無償で経営に一切関与しない契約を締結したため、
かかる仕組みは会社法に基づく通常でありながら、実質的には100％外資進出となっていた。

今後、日本企業をはじめとする企業は、以下の似たような仕組みでUAE本土に商業活動できる
場合がある。

UAE本土

フリーゾーン法人(外国法人）の支店

フリーゾーン法人

フリーゾーン

ドバイ政府指定会社
スポンサー契約

100%

日本企業

100%

フリーゾーン法人(外国法人）の支店

フリーゾーン法人

以前の特例仕組み 会社法の改正による可能となった仕組み

本土支店は販売商品やサービス提供などの商業活動を行うことができる。

フリーゾーン
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直接投資・M&A① UAEのLLCにおける最大の支配

株式の保有及び議決権の行使
戦略的効果業種以外、外資による株式保有率の上限
は49％と厳格に定められている。

会社の経営
外国投資家を含め代表権を有するマネジャーの全員を
経営陣に選任することが可能。（マネジャー１人以上が
必要。）

配当権
外国投資家は、株式保有率を問わず、利益配当はドバ
イなら80%、アブダビなら90%、ラアス・アル＝ハイマな
ら99%まで定款において規定することが可能。
また、別途の合意に基づいて、固定額のみを支払うこ
とが多い。（後述説明）

単独の
マネジャー

・・・または複数の
マネジャー役員会

49%

80%
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直接投資・M&A② M&Aのタイムライン

商談 秘密保持契約書（NDA）と基本合意書（MOU、LOI)
・ 大枠の合意内容（原則、拘束力なし）
・ 交渉専属権
・ 秘密保持
・ デューデリジェンスのための情報・書類開示

株式売買契約書 (Share Purchase Agreement)

・ 投資対象
・ 価格と支払い方法
・ 前提条件とクロージング
・ 表明保証

締結

締結

契約作成と交渉

契約作成と交渉

買収先デューデリジェンス

・ 法務デューデリ
・ ファイナンシャル・デューデリ
・ バリュエーション

締結
株主間契約書(Shareholders’ Agreement)

・ 経営主導間（株主総会、取締役会、社長）
・ 非競合
・ デッドロック解消
・ 合弁事業の解消方法・買取請求件等
・ 資金調達・増資手続

効
力
終
了

効
力
終
了

表明保証
の存続

効力発生

クロージング

前提条件
（Conditions 
Precedent）
を満たした

株式
移転
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直接投資・M&A③ デューデリジェンス
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買主は、完全なデューデリジェンスを行う
必要がある: 
• 組織構成
• 株主と名義代理人
• 主な業務契約
• 主な資産（保有及びリース）
• 雇用
• トレードマークや知的財産
• 規制とコンプライアンス
• 訴訟とクレーム
• 銀行と財務
• 税務
• 環境
• 健康と安全
• 保険
• ITシステム
• 貿易制裁の確認
• 競争法の確認
• 贈収賄防止策の確認

GCCにおけるデューデリジェンスは、以下に
挙げる重要な問題に対して痛みを伴う要求
をすることがある：
• グループ内の関係性
• 期限切れの契約
• 未登録の資産
• 政府の承認
• 支配権の変更

プロジェクトの価値を損なうようにみえる問
題の多くは、実際重要でない場合もある。取
引価格、保証、カーブアウト、補償などは交
渉のよりがあります。

法務デューデリジェンスにおけるリスク分類:
▲ ディールブレーカー
▲ クロージングまでに対処すべき問題
▲ クロージング後に対処すべき問題
▲ ご参考まで



直接投資・M&A④ 株式移転

LLC・フリーゾーン法人

 中東諸国のLLCおよびフリーゾーン法人の株
式譲渡手続は困難である。

 原則、会社定款に含まれる株主名簿および
定款のその他改定も必要となる。

 法人登記局（経済省、フリーゾーン庁など）に
必要書類を提出し、許可を得た後、新しい株
主名簿付き商業ライセンスの発行を受ける。

売主買主

買主が個人の場合、パスポートと本人の
参加のみで取得することができる。

買主が会社の場合、
・ 定款
・ 会社登記証明書・登記簿謄本
・ 取締役会議決証明書
・ 会社代表者への委任状
・ LLCのマネジャーへの委任状

海外企業の場合は、すべての書類は所定
の認証手続を経た後、UAE大使館にて領
事認証を得てUAEに送付後、UAE外務省
の認証と認定アラビア語訳の作成が必要。

売主側の株主と買主側の株
主の間の株式売買契約書

・株主全員により、現地の公証役場にて定款内
の株主名簿の改訂版の認証を受ける。

・株主１人が参加しないだけで、認証が受けら
れず、譲渡手続が完了しない。

・その他、株主間契約書の締結も重要。
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合弁事業① 合弁事業立上げタイムライン

商談 秘密保持契約書（NDA）と基本合意書（MOU、LOI)
・ 大枠の合意内容（原則、拘束力なし）
・ 交渉専属権
・ 秘密保持
・ ビジネス・プラン作成

合弁事業立上げ契約書
(Joint Venture Incorporation Agreement)

・ 投資対象
・ 価格と支払い方法
・ 前提条件とクロージング
・ 表明保証

締結

締結

契約作成と交渉

契約作成と交渉
締結

株主間契約書(Shareholders’ Agreement)

・ 経営主導間（株主総会、取締役会、社長）
・ 非競合
・ デッドロック解消
・ 合弁事業の解消方法・買取請求件等
・ 資金調達・増資手続

効
力
終
了

効
力
終
了

設立後作業

効力発生

会社立上げ

前提条件
（Conditions 
Precedent）
を満たした

合弁事業
会社設立
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合弁事業② 少数株主の保護

 49％の株式しか取得できない場合、51％UAE国民の株主は勝手に普通決議
（50%+1株、あるいは過半数）の同意により決定させないため、株主間契約書
および定款において、以下を規定することが重要である。

株主間契約（合弁事業契約）及び会社定款

「株主総会は、52％以上の株式を持つ株主が出席しな
ければ、開催できない。」

「株主総会のすべての決議は、52％以上の株式を持つ
株主の同意がなければ、決定できない。」

 特別決議は株式75%の決定により決められるので、特別決議の拒否権を有す
るため、

• 株式25%+1株を保有するか、または

• 株式25%以下を保有し、株主全員の同意が必要であることを定款および
株主間契約書にて定める。

 なお、日本国会社法のように「株主総会出席株主」の概念がなく、すべての基
準は「総株主」による。
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49%



合弁事業③ 経営陣の構成

 合弁事業における経営陣の構成：外国企業から取締役会の全役員を選任する
ことが認められている。日本企業を含む合弁事業で、よくみられる役員構成は
以下のとおり。（旧会社法のマネジャーを5名までとする制限は、新会社法によ
り解除された。）

• 株式の49％を保有している日本企業が、ゼネラル・マネジャーを含む、マネ
ジャー3名を選任。

• 株式の51％を保有している現地企業が、マネジャー2名を選任。

ゼネラル・マネジャーが、
単独で決定できる事項
（日本企業のみの同意で
可）

マネジャーの過半数の同意
で決定できる事項
（日本企業のみの同意で可）

マネジャーの４人または
全員同意で決定する事項
（両者の同意要・現地企
業が拒否権をもつ）

GM

株主間契約（合弁事業契約）
及び会社定款
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1．売付請求権（Put）：一方の株主が他方の株主に
対して、自身が持つ株式を売却できる権利を有す
ること。

2．買取請求権（Call)：一方の株主が他方の株主に

対して、他方が持つ株式を買取できる権利を有す
ること。

3．交渉に基づく合弁事業の再編・解消

4．解散 (Dissolution)：会社を解散および清算する
こと。

Put $$

Call $$

合弁事業④ 理論上の売付・買取請求権

営利上の問題が解決できず、合弁事業からの撤退という決断をせざるを得ない
場合、理論上では以下の選択肢がある。

合弁事業会社

合弁事業会社

CALL

PUT
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UAE LLC

 外資規制があれば、選択肢は非常に限られる。

 外国投資家による売付請求権の行使は制限され

ていないため、保有株式を売却し投資から撤退す

ることが可能。

 但し、外資比率に上限がある国では、買取請求権

の行使は難しいのが実情。

 シャリーアに反すると判断された場合、執行できな

いおそれがあることに注意。

 また、実際に株式移転手続をするためには、公証

役場にて、株主全員が株主名簿を含む改定定款

に署名をしなければならない。実際に取引相手の

協力が得られない場合、裁判所・仲裁機関による

執行命令により手続を行う。

Put $$

Call $$

合弁事業⑤ 中東における売付・買取請求権

UAE LLC

CALL

PUT
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Call $$

選択権の行使により指名

合弁事業⑥ 合弁事業の解消・撤退の代替案

既存のパートナーを新しい
現地パートナーに変える権
利を有する買付請求権。

外国投資に関する法的
規制の変更が生じた場
合に行使可能な買付請
求権。

最も安全なのは解散す
る（および関連する契約
を解約する）ことのできる
確固とした売付請求権を
保持することである。

Put $$

外資制限緩和 解散請求権

UAE LLC UAE LLC UAE LLC
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Call $$



シャリーアは遺言を認めない。イスラム教徒の死亡後、シャリーア裁判所（家庭裁
判所）が、国籍問わず、シャリーアに基づく財産相続人を決める。そのため、合弁事
業の株主が法人であれば様々なリスクを減少できる。

合弁事業⑦ シャリーア死亡時のリスク

UAE LLC

イスラム
教徒

イスラム
教徒

UAE LLC

個人との合弁事業の場合。死亡後：

 イスラム教徒の場合、すべての相続人が株主となる可
能性あり、確定されるまで、数年かかることも珍しくない。

 また、宗教を問わず、株主間契約書・合弁事業契約書
が無効となり、被相続人からの委任状などは即失効。

個人所有の法人との合弁事業の場合。死亡後：

 合弁会社の株主人数には影響なし。

 株主間契約書・合弁事業契約書がそのまま有効。

 会社である株主からの委任状などはそのまま有効。

つまり、リスクは個人から法人レベルにとって代わる。

持ち株会社
（LLC)
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合弁事業⑧ 死亡リスクの比較表
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イスラム
教徒

非イスラム
教徒

持ち株会社

株主間契約 死亡時に失効 原則、死亡時に失効す
るが、契約の内容・準

拠法などによる

株主が死亡しても、
そのまま有効

合弁事業会社の定
款の変更

必要 必要 不要

死亡した株主からの
委任状

死亡時に失効 死亡時に失効 有効

相続人 シャリーア裁判所の
判決次第

相続手続きによる 持ち株会社は
そのまま存続

死亡時に執行する株
式買取請求権

相続人の合意が必
要

相続手続き次第に可能 原則、可能

宗教問わず、合弁事業の相手は自然人の個人ではなく、法人と組んだほうが死亡
時のリスクを抑える。



合弁事業⑨ 名義貸し（サイレント・スポンサー）

 実態として多くのUAE国民は利益配当を一切受け取らずに、名義貸しで儲け
ることが多いが、外資投資家の権利を保護するための戦略と対策が必要。

 要注意点：覚書や議決権の行使を委任する委任状を通じて過半数の株式を
保有した場合、UAE、サウジ・アラビア、カタール等の国々において刑事責任
が問われる 。（刑事責任を問われた実例はない一方、民事責任を問われ、権
利を行使することができない。）

49%

UAE LLC UAE LLC

持ち株会社
（LLC)

従来型の名義貸しストラクチャー 法的に強い名義貸しストラクチャー

雛形の定款

株式49%保有外国人株主を
最大に保護する定款

会社の経営主導権を丸投げする
「サイド・アグリーメント」（覚書）

会社所有に関する宣言書

株主間契約書

資本金ローン契約書

法人株主との合弁事業
により、シャリーア死亡
時リスクを抑える
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会社運営注意点① 経営者の権利義務
 原則マネジャー１名によって経営され、例外的に定款または株主の決定により

役員会を設置することが可能。

 上場企業のガバナンスに関するルールは規定されているが、非上場企業のマ
ネジャーの義務は自己利益の利害相反の禁止に限る。

 マネジャーに対する委任状の内容が細かく審査されるため、権限が個別に付与
されていないと権限が無いように推定されるケースが多い。

以下の条項が、会社の株主からマネジャー宛ての
委任状に規定されていなければ・・・

以下の作業ができない

会社が所有する商標をライセンスする権限 代理店を選任する契約公証、広告代理店に対する注文

弁護士を選任する権限 法廷手続き以外の弁護士を代理人として選任

独占的代理店契約書を締結する権限 登録される代理店契約書の公証

公証役場で書類を公証する権限 公証役場で会社の代表者として書類のサイン

銀行口座の開設、運営および閉鎖に関する権限 銀行関連業務

警察署および内務省に対して会社を代表する権限 会社の代表者として、会社の被害に関する被害届出を提出し
て受理される

自動車の販売・処分に関する権限 登記されているマネジャーでなければ、自動車の買取・処分
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なお、各フリーゾーン庁が提供するマネジャー用委任状の雛形のほんどは内容不
十分で、フリーゾーン庁以外の行政当局は認めない事例が多数ある。



会社運営注意点② 契約書の締結方法

 通常の商取引において、相手のコマーシャル・ライセンスの写しを貰って、相手の
代表者を確認する商慣習がある。

 裁判所が「暗黙の権限」（Implied Authority）を認めることもあるが、特に大きな契

約の場合は、契約の署名者の委任状、そして署名証明書を確認することが多い。
（特に当局は、パスポートと同じ署名を求める場合が多い。）

 レターヘッドの添付も、実務上の暗黙の了解事項として、当局および多くの商取引
上必要とされる。

 2006年に制定されたUAEの電子取引法により、電子通信による
契約（あるいは署名済みの契約をPDFでメールにて送付する方

法）が有効となった。実際の裁判では、単なる複写版ではなく、当
該契約書が電子送信されたことの立証も必要となる。

 商慣習上、社印（スタンプ）もよく使われており、それがあれば「暗
黙の権限」が認められる可能性が高まる。しかし、スタンプによる
契約の締結は必ずしも有効というわけでもなく、印鑑登録証明書
のような制度もない。
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会社運営注意点③ 現地公証役場と書類の海外認証

 中東で会社設立、株式移転、その他裁判所への契約提出が必要な場合、現地
の公証役場による認証が必要となる。

 海外で発行される書類は、発行国の公証役場・外務省・在発行国大使館の認
証を経て、更に現地の認証（外務省、法務省、中央銀行等）とアラビア語訳の
添付が必要となる場合が多い。

 （注）当事務所のUAE用書類公証ガイド（和文）：
https://amereller.com/wp-content/uploads/2021/09/210901-JapanUAENotarizationGuidev4.pdf

 公証役場による認証を受けるための要件は大変厳しく、
日々変更がある。

• アラビア語による記載が必須。英訳がある場合、認定翻
訳者によるスタンプを得ることが必要。

• 署名権者のパスポート、エミレーツID提示

• 会社代表者の場合、署名権の授与を証する委任状およ
びそのアラビア語訳

• 会社のコマーシャル・ライセンス

• 商標関連の公証の場合、商標登録証明書
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会社運営注意点④ NOC（異議がない証明書）

 許可の申請と契約の締結において、第三者に影響が及ぶ場合は、かかる第三者
から異議がない旨の証明書（Non-Objection Certificate, NOC）が必要とされる場
合がある。

 通常、NOCの発行により、法的責任は生じないはずだが、NOCの内容によるの
で、必ず以下のような文言を入れることが望ましい。

This Non-Objection Certificate has been provided upon the request of the beneficiary 
on the basis that it shall not give rise to any legal liability on our part. 
本書は、受益者の請求により、法的責任を一切負わない前提で発行した。

 また、従業員が銀行からローンを申請する場合、雇用主から給与証明書が必要と
なり、同様の注意点がある。
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会社運営注意点⑤ 株主の有限責任の放棄

LLCの株主の有限責任の放棄

 シャリーアの経済権利の平等の原則に基づいて、累積損失が資本金の半分を
超える場合、多くの中東諸国は(1)株主の有限責任の放棄および会社の連帯債
務、または(2)マネジャーの連帯債務を規定する。

• UAE会社法第301条：会社清算またはマネジャーの連帯債務

• サウジアラビア会社規則第180条および181条：2015年の改正により、株主
の連帯債務の代わりに会社清算が中心的になった。

• カタール2015年会社法第298条：株主の連帯債務

 なお、支店および駐在員事務所は独立法人各がなく、親会社が支店の債務を
負うことになる。
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会社運営注意点⑥ 近年の新しい規制：ESR、UBO

経済的実態性（Economic Substance Regulations、ESR）
 UAEはEU脱税ブラックリストに載せられたため、2019年6月、在UAEのすべて

の企業は（該当セクターであれば）その経済的活動の実態性に関してUAE経
済省に報告する義務があります。近年、イギリス領バージン諸島およびケイマ
ン諸島というオフショア地域は同様な規制を導入しています。

 UAEが制定した手続きが不十分という指摘をEUから受けたため、2020年8月
に経済的実態性の規則を新たに導入した。

実態的支配者（Ultimate Beneficial Owner、UBO）

 UAEは、企業の透明性確保の目的で2020年8月の閣議決定において、25％
以上の議決権もしくは株式を保有、支配権を保有役員級の指名及び解任権
限を保有している責任者をUBOとみなし、監督省庁・フリーゾーン（ADGM・
DIFCとGREは除外）にUBOの登録をするように閣議決定した。

 実務に大きな影響はなく、現時点では監督省庁・フリーゾーンにUBO情報とし
て該当者の情報を登録することが求められているのみ。

 日本の上場企業であれば代表取締役社長のパスポートを提示する必要であ
る場合がある。
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会社運営注意点⑦ 現地法人の閉鎖・清算のタイムライン

国外株主から、閉
鎖・清算に関する
議決証明書兼委任
状を公証、現地に
送付し、現地認証
およびアラビア語
訳を得る。

当局に儀家等証
明書等を提出

債権債務片づけ、事業縮小

債権者からの同意を得る。同意を得られない場合、交
渉して、解決できない場合、債権者は現地裁判所に
て法的措置をとることができる。

債務者に対する債権を回収するか、譲渡するか、放
棄する。

NOC（同意書）調整及び取得：
・ 大家からの同意書
・ 通信会社からの同意書
・ 交通局からの同意書
・ 電気水道局からの同意書
・ フリーゾーンからの同意書
・ 税務登録抹消
・ 労働省にて雇用ビザ・ファイル抹消 など

銀行口座の閉鎖

すべての作業が終わったら、清算人は清算報告書を
作成し、当局に提出する。

４－６週間、現地新聞にて清算広告

現地株主・スポン
サーから閉鎖の
承認・議決を
公証役場でサイン、
現地監査法人また
は弁護士を清算人
として選任する。

清 算 中
代表権は清算人に移転する

当局に清算報
告書を提出

最終的承認、
登記抹消

数週間 数週間 2～18か月 数週間
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税制・VAT① GCCの税制

 GCC6カ国は、産油国として独特な財政で、いずれの国に
おいても所得税は導入されていない。

 すべての国は昔から一定の（消費税に近い）

間接税を導入しており、関税、観光税、地方税、サービス
税などが導入されている。

 法人税は、国毎に税率が異なる。

 そのため、同じ間接税であるVATは比較的理解されやすく、
2017年1月に「GCC Unified VAT Agreement」に合意し、
2018年1月から付加価値税（Value-Added Tax）を（始めは）
税率5％にて実施することに同意した。

国 法人税

UAE 0%
ﾊﾞｰﾚｰﾝ 0%
ｶﾀｰﾙ 10%
ｵﾏｰﾝ 12%
ｸｳｪｰﾄ 15%
ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱ 20%

 しかしながら、2018年1月1日に予定通りに実施したのはサウジアラビアとUAEで、
バーレーンは2019年1月1日付に執行した一方、オマーンとクウェートは2021年に執
行した。また、カタールは当時国交断絶問題もあり、VAT導入を特段検討していな
い。

 サウジアラビアはコロナ及び油価低迷による財政難を受けて2020年5月に突然に
VATを5％から15％に引き上げた。
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税制・VAT② UAE連邦税制関連法

 UAE税制関連法：

• 2016年に法令により設立された連邦税務局（Federal Tax Authority、FTA）

• Federal Law No. 7 of 2017 on Tax Procedures （税務手続法）

• Federal Decree Law No. 7 of 2017 on Excise Tax（物品税法）が制定され、10月1日
に発効した。対象商品はタバコ、エナジー・ドリンク、ソフト・ドリンクになっているが、
内閣の決定により、どの商品でも課税対象となる。

• Federal Decree Law No. 8 of 2017 on Value-Added Tax（付加価値税法、VAT法）

• UAE財務省及びFTAの規則、決定、通達、確認発表

 （税務手続法とVAT法の和訳は当事務所のウェブページにおいて公開されてい
る。http://amereller.com/publications/?cat=legal-guide&lang=jp）

 UAE税務手続法は、明らかにVATのみのためではなく、包括的に税制の手続き
を制定しているため、近い将来に法人税の導入が予想される。

 UAEは、法人税を検討しているといわれているが、個人所得税は検討されてい
ない模様。（参考情報として、2013年に締結、2014年に発効した日・アラブ首長
国連邦租税条約において、UAEの法人税と所得税に関する条文が存在してい
る。なお、VATや物品税は、租税条約の対象ではない。）
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http://amereller.com/publications/?cat=legal-guide&lang=jp


 フリーゾーン内外問わず、年間売上AED375,000以上のすべての事業は、税務登
録番号（Tax Registration Number、TRN）を申請しなければならない。TRN申請はオ
ンライン。

 税務申告は毎月または四半期毎に、最終日から起算して28日以内に申告義務。。

 脱税の法的責任は最大15年間になるため、記録の保存期間は15年として設定する
ことをすすめる。すべての請求書、還付金証書、その他のすべての商品およびサー
ビスの輸出と販売に関する記録を保存しなければならない。

 税務手続法上、電子ファイルのみで十分。

税制・VAT③ 税務登録番号（TRN）、申告、ﾀｯｸｽｲﾝﾎﾞｲｽ
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TAX INVOICE
Company FZ-LLC
PO Box 12345
Dubai Airport Free Zone
Dubai, UAE
TRN: XXXXXXXXX
Invoice No. ####-#####-2019

Item Unit Price Quantity Price

Tool 100 3 300

Pharmaceuticals (Zero-rated) 400 2 800

Taxable Total 300

Zero-rated Total 800

Tax (5%) 15

TOTAL 1,115

“TAX INVOICE”という題は必須。

VAT は税率と金額の両方を表記
して、別項目を立てる。

Al Nantoka LLC
PO Box 123
Bur Dubai, Dubai, UAE

請求者のTRN が必ず含まれ
なければならない。

(書面または電子表記による。)



税制・VAT④ 税務手続法における行政体制

Competent 
(Federal) Court

管轄（連邦）裁判所

Ministry of 
Finance (MOF)

財務省

Tax Disputes 
Resolution Committee
税務紛争解決委員会

Ministry of Justice
司法省

The Cabinet
内閣

提訴

AED100,000以上の決定は
裁判所へ上訴可

Company 
Registry 

Authorities
会社登記局

経済開発局、
フリーゾーン庁

異議申し立て

届出、申告、
自発的な開示、
確認要求、再審

Taxpayer
納税義務者

Legal Representative
法定代理人

監査、
課税額の査定、

課徴金、
還付金

Tax Agent
納税管理人

Federal Tax 
Authority (FTA)
連邦税務局通知義務
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税制・VAT⑤ フリーゾーンにおける取引

特定地区（Designated Zone）として指定されているフリーゾーン内の事業間商品取引
のみは、VAT対象外取引になる。

その他のすべての取引はフリーゾーン外取引と同様。

UAE本土 特定地区であるフリーゾーン

Establishment LLC

GCC外会社

VAT対サービス品提供

VAT対象外サービス提供（ゼロ・レート）

VAT対象サービス提供、リバース・チャージ方式

VAT対象商品提供

VAT対象外商品提供（ゼロ・レート）

VAT対象商品提供、リバース・チャージ方式

GCC外会社

FZE FZCO

115 |  中東ビジネス関連法セミナー 第三部：投資編



 2017年～2019年の間、多くのGCC諸国は物品税（Excise Tax）を制定した。

 特定の商品（表のとおり）が輸入される際、物品税が課せられる。

 物品税は包括的な税制として制定されているので、UAEの場合、いつでも内閣の
決定により、物品の価格の200％までの物品税が課せるように法令が制定され
た。将来的には対象商品が拡大される可能性が大きい。

 新車に対して5％～15%の物品税を課すことを検討されていることが報じられてい
る（IMFからの助言）。

税制・VAT⑥ 物品税

国 ｿﾌﾄ･ﾄﾞﾘﾝｸ ｴﾅｼﾞｰ・ﾄﾞﾘﾝｸ タバコ 酒 豚肉

UAE 50% 100% 100% 首長国法による※ 首長国法による※

ﾊﾞｰﾚｰﾝ 50% 100% 200% 225%※ 100%
ｶﾀｰﾙ 50% 100% 100% 100% 100%
ｵﾏｰﾝ 50% 100% 100% 100% 100%
ｸｳｪｰﾄ 0% 0% 0% 輸入禁止※ 輸入禁止※

ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱ 50% 100% 100% 輸入禁止※ 輸入禁止※

※：物品税法以外の法令の定めによる。
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1980年に公布された労働法は、最も古いUAE法の1つで、フリーゾーン内でも原則とし
て適用されるが、管轄機関は、労働省（※）またはフリーゾーン庁とされているため、規
則・ルールの解釈が連邦法と異なるケースがある。

比較的雇用者側に有利な規定であると言えるが、以下の点には注意すべき。

• 時間外労働

• 有給休暇

• 国内・地域内出向および勤務場所

• 労働契約の終了

※：2016年2月にMinistry of Labour（労働省）からMinistry of Human Resources and Emiratization（人
材および自国民化省）に改名された。引き続き通称として「労働省」が使われている。

労働法① 法制度の概要

本土 DIFC・ADGMを除くﾌﾘｰｿﾞｰﾝ DIFC・ADGMﾌﾘｰｿﾞｰﾝ

法令 労働法（公務員、軍人、家事手伝いを除く。 それぞれ独自の雇用法

省令・規則 UAE労働省※規則 フリーゾーン庁制定規則

労務監視当局 UAE労働省※ フリーゾーン庁

ビザ発行当局 UAE内務省
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労働法② 労働法の基礎概念

 給料と基本給：個人所得税等がないため、給料の内訳（基本給、住居手当、通勤
手当など）によって受け取る金額は変わらないが、法定退職金は基本給を基礎とし
て計算されるため、できるだけ基本給を低くすることはかかる点において効果的で
ある。

 最低賃金は法令により定められていないが、当局により最低賃金が定められてい
る場合がある。

 Public Relations Officer（PRO）：広報担当と思われる役職名だが、政府への届出

や居住ビザ・就労許可の申請を担当する。従業員または外部業務代行業者でも可
能。

 自国民雇用（Emiratization）：労働法はUAE国民およびアラブ人の雇用を優先する
条項があるが、執行されておらず、民間企業の労働力の99%以上は外国人労働者
であるのが現状。しかし、UAE政府は金融業と石油・ガス関連事業を中心に、自国
民雇用優遇政策を推進している。UAE国民の採用における負担は、国民年金プロ
グラムなどの義務である。

 GCC諸国の政府は、民間企業に自国民の雇用を増やすよう要請している。特にサ
ウジアラビアにおける自国民の雇用推進は大きな問題となっている。
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労働法③ 労働契約と就業規則

本土 JAFZ DAFZ DSO DDA（※） DHCC DMCC DWC DIFC
所定労働契約書 必須 必須 必須 雛形あり 雛形あり 雛形あり 雛形あり なし なし

雇用主契約書 任意 任意 任意 任意 必須 必須 必須 必須 必須

 所定労働契約書：ほとんどの場合、労働管轄機関所定の書式が労働許可申請時
に必要で、役職、雇用期間、給料、手当等の事項が記載される。

 雇用主が発行する労働契約書：労働管轄機関の所定契約書とは別に、細かい労
働条件を詳細に規定する契約を締結するのが一般的。（また、所定労働契約書の
ないフリーゾーンの場合は必須。）

※＝ドバイ・インターネット・シティー、ドバイ・メディア・シティーなど。（旧TECOM11カ所のフリーゾーン。）

 就業規則：全従業員を対象とする社内規則を明記することは重要で、以下の役割
を有する。

• 法令上に規定のない詳細な点を規定する。

• 法令で規定されている重要な点を確認・周知させる。

• 多文化な職場における人事管理の方法について定める。
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労働法④ 就業時間と時間外勤務

勤務時間：

 労働法により、1日8時間、1週48時間まで（金曜を除く週6日の前提での計算。）ホ
テル社員や警備員などの接客業は1日9時間まで。

 ラマダン（断食月）中は、就業時間がすべての従業員にて1日6時間までと定めら
れている。（DIFCおよびADGMでは、イスラム教徒のみに適用される。）

勤務時間外（残業）：

 残業勤務は1日2時間までとされている。解釈に当たり、従業員は2時以上の時間
外勤務を拒否することができる。

 マネジャーは対象外。（マネジャーの定義ははっきり定義されていない。）

 雇用主の承認に基づく時間外勤務に対しては、以下の時間外手当の支払いが必
要。なお、残業時間の単位（分ごと、15分、時間、など）は法令上定めていない。

4時～21時の間の残業 給料の125％
21時～4時の間の残業 給料の150％
金・公式休日 給料の150％

120 |  中東ビジネス関連法セミナー 第四部：事業編



 UAE労働法により、最初の1年経過後は年30日の年次有給休暇が与えられている。

有給休暇の日数に週末（金・土）を含めて計算するかどうかは、明確に規定されて
おらず、専門家による解釈も様々。（年22日と定める会社も多い。）

 年1回1ヶ月間、または2年に1回2ヶ月間と、有給休暇をまとめて取得する従業員が
多い。

 雇用主は、30日の有給休暇を分割することができるが、渡航費用がかさむため従
業員からの抵抗にあうケースも見られる。

 有給休暇を管理するには？

• 就業規則に明記

• 有給申請プロセスを導入

 有給休暇を消化できない場合は？有給の累積または買い取りを就業規則に定め
るべき。

労働法⑤ 有給休暇
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 実務上「出向契約」はよく締結・履行されているが、厳密にはUAE労働法は出向

を認める規定がない。ビザをスポンサーする雇用主以外の職場に勤務すること
は罰則の対象となる。

 UAE国内またはUAE法人から他のGCC諸国（特にサウジ）の出向契約の事例は
多い一方、独特な仕組みによる「サービス契約」が必要となる。

 かかるサービス契約書において、費用・コスト負担と指揮監督に関する規定は重
要。

労働法⑥ 勤務場所①出向契約

通常の出向契約の場合

出向契約

雇用関係の継続

出向関係

UAE・中東諸国における出向契約の場合

サービス契約

雇用関係の中断・一部停止

労働法・就労ビザ
のための所定労働契約

雇用主 出向先 雇用主 出向先
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 全ての従業員は自身のビザのスポンサ
ーである会社に勤務しなければならない。
雇用主所在地は労働法コンプライアンス
の重要な課題である。

 労働省からの短期労働許可（Temporary 
Work Permit、TWP）の取得により合法に

就業できる。それぞれのフリーゾーンに
も短期労働許可を申請する手続きもある。

 （フリーゾーン法人・支店の従業員は、フ
リーゾーン外で就業するための短期労働
許可は交付されない。）

労働法⑦ 勤務場所②当局による立入検査

 就労許可の有無をはじめとする労働法コンプライアンスを確認するため、労働監
査が行われ、違反につき最高AED50,000の罰金が科せられることがある。また、
出張者も気をつけないと罰金の対象となる可能性がある。
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労働省検査用自動車



労働法⑧ 勤務場所③国外雇用～独立業者契約

 UAE外に働く者をドバイ支社が「採用」する場合、従業員として雇用せず、独立業
者（independent contractor）として契約するほうが一般的に望ましい。

 典型的な事例として日本企業のドバイ支社が、アルジェリア、エジプト、レバノン、
パキスタン、トルコ、南ア、ケニアで、現地法人を設立せずに、就労ビザなどが必要
のない現地国民を営業担当として契約する。

 契約書において明記すべき重要な点は、

• 現地国民は個人事業主の登録または業務許可が必要がどうか

• 当人の税務義務や社会保証・年金の加入責任

 なお、従業員として採用する場合、現地の労働法の保護の対象となる可能性があ
り、多面的にややこしくなる恐れがある。

124 |  中東ビジネス関連法セミナー 第四部：事業編



 UAE労働法により、従業員が退職する際は、規定の退職手当を支払うことが定め
られている。（退職理由が、法令上に列記されている違反等の場合を除く。）

 原則として、退職手当は、退職時の基本給（各種手当は含まない）に基づき計算さ
れる。UAEの労働省により、以下のような計算式のモデルが示されている。

(A x 21x B) + (A x 30 x C)
A = 基本給（または月給 x 12 ÷ 365 ）

（基本給以外の手当を含まないことに注意）
B = 在職年数（5年以下、日割り計算）
C = 在職年数（5年を超える場合）– 5 （ただしマイナスの場合はゼロ、日割り計算）
ただし、退職手当が2年分の給料を超える場合、2年分の給料を上限とする。

 退職の際の支払い義務は、

• 解雇日までの給料

• 退職手当

• 未消化の有給休暇

• 母国への航空運賃（UAEを出国する場合のみ）

• その他の補償金 （後述）の支払いが求められる可能性もある・・・

労働法⑨ 退職手当の計算方法
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労働法⑩ 退職手当

支給の有無、支給額は、退職理由により異なる。

退職理由 Start Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5

• 定年退職

• 有期雇用契約で退職事由な
しの解雇

• 有期雇用契約の期間満了
による雇用終了

なし (A x 21x B) (A x 21x 5) + (A x 30 x C)

• 無期雇用契約で期間中の
事前通知による自主退職

なし (A x 21x B) x 1/3 (A x 21x B) x 2/3 (A x 21x 5) + (A x 30 x C)

退職金の減額を認められない場合あり

• 有期雇用契約で期間中の
自主退職

なし 期間満了前の自主退職の場合はなし (A x 21x 5) + (A x 30 x C)

• 事由解雇（労働法第120条）
• 事前通知なしの自主退職

なし なし なし
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 以前は、在職期間が2年未満で自主退職する従業員に対して、労働省への申請に
より、6ヶ月間の「Labour Ban」（就労差止処分）を課すことが可能であった。

 かかるLabour Banはフリーゾーンには適用されず、したがってフリーゾーンに勤務
する従業員には影響はない。

 2010年にLabour Banの要件が緩和され、月給がAED7,000 以上の者、または認定
校の学士号以上を取得している者は対象外となった。

 また、2016年1月1日の労働省省令により、在職期間が6ヶ月以上であれば法定の
通知に従い自主退職する場合は、 Labour Banは適用されないこととなった。

 しかし、雇用主に多大な損害を与えたり、犯罪行為を行った等の場合に課せられる
１年間の「Immigration Ban」（入国差止処分）は存続している。なお、Immigration 
Banはフリーゾーンにも適用される。

 なお、カタールやサウジアラビアでは、雇用主の許可がなければ、出国もできない。

労働法⑪ 労働関連の差止処分
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 湾岸地域住民の多文化社会における常識は、先進国における常識とは異なる場
合があることを念頭におく必要あり。

 よく見られる問題：

• 社内・社外を問わず、同国出身者間の情報漏れ

• 横領と虚偽、倫理とモラル

• 運転手の人材管理と残業管理

• 従業員の借金と雇用主に対する間接的影響

• セクハラ・パワハラの概念

• 日本文化の細かさと中東文化のいい加減さの間で生ずる様々な誤解

 健全な職場関係を維持するため、以下の対応が必要な場合がある。

• 従業員に対する指導・トレーニングと評価

• 一定のコミュニケーション

労働法⑫ 湾岸地域独特の雇用問題
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 近年、従業員による横領に関するご相談が増えている。

 疑いがあれば、すぐに調査し、措置をとり、必要でしたら外部の監査および弁護士
に依頼し、被害届を出す。

 横領の原因は、

• 多文化社会において、自己の利益を優先（モラルの問題）

• 従業員の借金

• 雇用主の緩いルール

 横領のやり方は沢山あるが、代理店またはサプライヤーとの共謀、外部から請求
書の偽造、小切手の偽造、現金管理の乱用などの事例が多数ある。

横領防止対策：

 サプライヤー調達制度・規則の導入

 監査による確認

 社内・社外を問わず、同国出身者間のみのコミュニケーションを避ける（虚偽、共犯
の可能性を低くする）

労働法⑬ 従業員による横領
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労働法⑭ 湾岸諸国の労働法の概要

国 試用
期間

勤務時間 残業 有給 退職手当 解雇

UAE 6ヵ月 6日週で
48時間、
一日8時間

一日、2時間まで、
給料125％、
深夜なら給料150％

1年目：6ヵ月後24日
2年目以降：30日

1年あたり、5年目まで、
21日基本給、5年目
以降、30日基本給

30日前の通知、
最大3ヵ月の給料

ｸｳｪｰﾄ 100日 6日週で
48時間、
一日8時間

一日、2時間まで、
給料125％

1年目：9ヵ月後24日
2年目以降：30日

1年あたり、5年目まで
15日給料、5年目以
降、30日給料

1ヵ月または
3ヵ月

ｶﾀｰﾙ 6ヵ月 6日週で
44時間、
一日8時間

一日、2時間まで、
給料125％、
深夜なら給料150％

5年まで：3週間
5年以降：4週間

1年あたり、1年ずつ、
3週間の給料

1年目、1週間、
2～5年目、2週間、
5年以降、1ヵ月

ｵﾏｰﾝ 3ヵ月 6日週で
48時間、
一日8時間

一日、2時間まで、
給料125％、
深夜なら給料150％

1年目：なし
2年目：15日
3年目以降：30日

1年あたり、3年目まで、
15日基本給、3年目
以降、1ヵ月（30日）基
本給

原則30日前の通
知

ｻｳｼﾞ・
ｱﾗﾋﾞｱ

180日 6日週で
48時間、
一日8時間

一日、2時間まで、
給料 + 基本給50％

5年未満：21日
5年目以降：30日

1年あたり、5年目まで、
15日給料、5年目以
降、30日給料

30日前または60
日前の通知、ま
たは期間満了ま
で

ﾊﾞｰﾚｰﾝ 3ヵ月 6日週で
48時間、
一日8時間

給料125％、
深夜なら給料150％

1年目：30日週割り計算
2年目以降：30日

原則、1ヵ月あたり2日
給料

30日前の通知、
補償される場合
あり

GCC諸国の労働法において共通点は多く、制度が似ている。（ほとんどの従業員は外国人。）

一方、エジプトやイラクをはじめとするアラブ諸国の労働法は、社会主義の影響が強く、従業員
にとって有利な体制がある。
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従業員の解雇① 従業員解雇・辞職

試用期間中 解雇通知期間 損害賠償

期間の定めのない雇用
（無期雇用） 自主退職

または解雇は
即時可能。

30日、または契
約書による。

雇用主の都合による解雇の場合、裁判
所の判断により、最大給与3ヵ月分相当

額の賠償が命じられる。

期間の定めの雇用
（有期雇用）

3ヵ月または契約残存期間のどちらか短い方の給与。

（注：解雇通知期間は契約に規定される場合がある。

 UAE労働法第120条において事由解雇（後述説明）が規定されている。事由解雇の
場合、即時に解雇し、退職手当を支払義務がない。

 原則、第120条以外の解雇は雇用主の都合による解雇に当たり、一定の通知や損

害賠償が要求されうる。なお、日本労働法と逆に有期雇用のほうが保護される場
合がある。（下記説明）

 解雇・退職時の様々なトラブルを軽減するために、自己都合による退職を勧告して、
自主退職合意書を提示する場合がある。

 従業員は30日をもって自主退職できるし、または給料不払い・雇用者による暴力
行為により、即時退職できる。
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従業員の解雇② 事由解雇
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労働法第120条各号に事由解雇が規定されている。事由解雇の場合、事前通知する

必要なく即時に解雇することが可能であり、退職手当を支払う義務がない。しかし、従
業員の行為ががいずれかに当てはまることは極めて珍しい。

1. 従業員が自分の氏名または国籍を偽ったとき、または、偽造書類等を提出した場合

2. 試用期間中に解雇される場合

3. 従業員が雇用主に重大な損失を与える過ちを犯した場合。ただし、かかる過ちを雇用主が知ってから48時間以内

に労働当局に通知した場合に限る【注：労務監視当局はかかる通知を受領する立場にあるという認識がなく、受理
を拒否する場合があるので、本号に完璧に当てはまることは難しい。】

4. 従業員が勤務場所の安全に関する指示に違反した場合。ただし、かかる指示が目立つ場所に掲示されている場合
や従業員が文字を読めない場合には口頭で指示を受けている場合に限る。

5. 従業員が契約上の基本的な義務を怠り、正式な調査を行なった上で、再び義務違反した場合には解雇する旨の警
告を受けたにもかかわらず、違反を継続した場合【注：当てはまる事例はほとんどない。】

6. 従業員が勤務先の秘密情報を漏えいした場合【注：立証が必要となり、要件を満たすのが困難な事由である。】

7. 名誉、信頼および公の秩序を害する罪で、従業員が裁判所の確定有罪判決を受けた場合【注：従業員が会社で横
領した場合、被害届を出す必要がある。】

8. 従業員が勤務時間中に飲酒または薬物の影響にあると認められた場合【注：被害届が提出されていない限り、裁判
所は解雇を認めない。】

9. 従業員が勤務中に雇用主、上司および同僚に暴力を加えた場合

10. 従業員が法律上正当な理由なく、1年間に、断続的に21日以上または連続して8日以上休んだ場合
【注：立証できれば、解雇が認められる。】
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 解雇・退職時の様々なトラブルを軽減するために、自己都合による退職を勧告し
て、自主退職合意書を提示する場合がある。

 解雇事由ない場合、以下の支払いをすることで、従業員を解雇することができる。

 通知期間満了までの給料

 退職手当（Gratuity)
 未消化の有給休暇

 最大3か月の損害賠償金

 その他の重要事項

 UAE滞在許可、家族の滞在、子供の学校のタイミング、学費

 会社財産（携帯電話、ノートパソコン、社用自動車など）

 秘密情報

 会社名義の賃貸借契約書

 労働紛争は、どのような判決であっても、それに費やされる時間と費用等を考慮
すると、常に雇用主にとって不利である。

 もし正式に提訴された場合、早めに弁護士に相談するべき。

従業員の解雇③ 自主退職合意書の価値



従業員の解雇④ 解雇の注意点・留意点
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 率直に言えば、アラブ国籍の者が最も法的措置をとる可能性が高い。

 裁判所での使用言語がアラビア語であることから、通常アラビア語を解する従業
員が申し立てをする。例外的に裁判官の決定により、労働裁判が英語で行われ
ることがある。

 また、法令に基づく最大の補償を提供した上で解雇しても、法的措置をとることが
ある。

 法的措置をとる理由は様々であるが、以下のことが含まれる。

 プライドが高く、侮辱や名誉棄損に非常に敏感

 法的措置をとっている間の従業員のビザがまだ有効（エジプト、レバノン、シリ
ア、ヨルダン、チュニジアなどの国籍で短期滞在ビザを取得しにくい）

 全ての法的手続きはアラビア語で行われる為、アラビア語に堪能であること
により、手続きを取りやすい。

 法的措置に関わる費用は無料である。

 上記を踏まえて、重要な注意・留意点は、

 解雇手続きは、礼節をわきまえた態度で行う。

 ビザの取り消しについて、柔軟な対応を見せる。



従業員の解雇⑤ 労働裁判の手続き
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提訴する前の調停

 クレームや申し立てをする従業員は、直接裁判所に提訴することはできず、まずは
必ず非公式な調停手続きを経なければならない。

 かかる調停手続きは、労務監視当局の担当者により、各当事者に和解を成立させ
るように促したりしする。通常は数十分程度の会議一回で終わるが、数日に渡る事
例も例外的にある。

裁判費用

 従業員が裁判所に提訴するにあたり、従業員の権利を保護するため、裁判費用は
かからなく、雇用主は、裁判費用や関連費用の支払いが命じられる。

裁判実務

 通常、第一審裁判所で2か月から6か月かかるが、複雑な案件で控訴された場合、
裁判所は「エキスパート」（現地の監査法人の監査人）を指名し、エキスパートは証
拠を検討し、報告書を作成する。その場合、1年以上がかかる場合がある。

 雇用主は労働裁判に応じないといけない。仮に労働法に基づく最大の補償を提案
して支払って、労働法の枠組み外のクレームをすることがある。

 また、雇用主は脅迫に応じない姿勢を示すことは重要。



従業員の解雇⑥ 解雇会議のシミュレーション①
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 解雇を通知する会議には、基本的に会社の代表者・社長、または人事マネジャ
ーが同席し、必ず雇用主側から2名以上が出席することが重要。

 当事務所をはじめとする弁護士が代理人として同席することもできる。

 本シミュレーションは、解雇の通知方法および解雇される従業員とのやり取りを
説明するためのものである。

HR: The purpose of this meeting is to inform you of an important decision that the
company has made regarding your employment.
The decision has been made that the company can no longer employ you in your
current position.
This meeting is to inform you of the next steps regarding your separation from the
company, the payments to be made to you, and your visa.
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Employee: Why? I worked so hard for this company! What did I do wrong?
注意： 従業員の過去のパフォーマンスに関して、できるだけコメントしない、触れない
ことが望ましい。解雇する前にはパフォーマンスについて反省させる効果がある一
方、解雇する際には一切価値がなく、紛争をエスカレートさせてしまう恐れがある。

 HR: The point of this meeting is not to look at the past.
 A decision has been made, and we are just the messengers.
 The purpose of this meeting is to manage the next steps and inform you of the

separation payments and process.
 Naturally, the company bears you no ill will, and we want you to have a successful

transition to a new position.
Employee: How can you do this to me? Please, reconsider.
注意：解雇を再考しろと要求されても、繰り返しになるが、冷静に会社の決断である
ことを伝えることが重要。

 HR: The decision has already been made.
 This meeting is to inform you of that decision, and explain the terms of the

separation.

従業員の解雇⑦ 解雇会議のシミュレーション②
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Employee: I’ll take half pay! Please, I need this job!
注意： 給料を下げた上で雇用を継続する案は基本的にお勧めしないが、例外的に
考慮するのであれば、解雇を決定する前に徹底的に検討するべき。給料を下げる
要求について交渉してしまう罠に落ちないことが重要。

 HR: The company is not the right fit for you and your skills.
 It is in everyone’s interest if we part ways.
 This may be hard, but it will be a good thing in the long run, for all parties

concerned.
Employee: I have dirt on the company! I will ruin you!
注意：実際に脅しとしてこのようなことが言われることがある。かかる脅しによって雇
用主は解雇することを再考するべきではない。自然の流れで事態を落ち着かせ、脅
しに応じるべきではない。理想としては、恐喝のように聞こえる場合には無視し、反
応しない。

 HR: While you can take whatever action you feel you need to take, the company
is offering you a generous severance package that requires you not to disparage
the company, or its managers and employees. Naturally, we would take no action
in response to blackmail.

従業員の解雇⑧ 解雇会議のシミュレーション③



従業員の解雇⑨ 解雇会議のシミュレーション④
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Employee: I have a family! Have pity on me. My kids are in school!
注意：子供の学校の学期のタイミングや出産などの家族の事情をできるだけ考慮し、
解雇時期もそのスケジュールに合わせた方が好ましい。感情的になって家族や個人
の事情について反論するべきではない。先方の気持ちを吐き出させ、言いたいこと
を言わせる。

 HR: We appreciate your situation and we bear you no ill will.
 We will give you a grace period as is required for you to find a new job, and for

your children to finish the current school semester.
 We want this separation to be beneficial to you in the long run.

Employee: F*** you all! (throws chair)
注意：暴力に出た場合、警察に連絡する場合もある。

 HR: We are calling the police!



 行政当局との付き合いは難しい

 公表されている規則が少なく、担当者によって申請
要件やルールが異なることがある。

 事前の書面による通知なしにいきなり手続が変更さ
れることがよくある。

 当局から参考資料や証拠書類の提出を指示された
場合、指示された書類以外のものを提出しないこと。
担当者が書類内容を理解しない場合、更に説明が
要請されるか、却下される可能性が高い。

行政法・規制コンプライアンス① 当局との付き合い

ドバイ、
バーレーン

オマーン、
アブダビ、

UAE連邦、モロッコ

チュニジア、カタール、
トルコ、レバノン、

ヨルダン、クウェート

サウジ・アラビア、エジプト、
イラン、イラク

その他の中東諸国

対応が
やや協力的

対応が
非協力的

 アラビア語の重要性。

 期限･約束を守らない。

 ただし、少なくともGCC諸国においては賄賂や
汚職の問題は先進国の水準に近いといえる。
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行政法・規制コンプライアンス② GCC諸国における競争法
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• 各国に競争法が導入されており、経済省または商工省またはその委員会が管轄している。

• GCC諸国における競争法は商取引において「制限的合意」が課題となり、合弁事業の立ち上
げと買収案件に「支配的な地位の濫用」と「経済集中」を防ぐことが主な目的である。

• GCC諸国においてサウジアラビアの規制が最も古く、一般的に（特にM&Aに関しては）最も厳
格であると見なされている。

• 制限的合意が厳しく制限・禁止されているが、実際問題として罰則事例はまれである。

• なお、中東ビジネス取引・投資の場合でも、EUや米国の規制が適用される場合もある。

国 競争法・独禁法 制限的合意の禁止 支配的な地位の濫用・経済集中

UAE 2012年競争法 ▲（ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ10%以上） ▲ （ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ40%以上）

クウェート 2007年競争法 ▲（例外なし） ▲ （ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ35%以上）

カタール 2006年競争法 ▲（例外なし） ▲ （例外なし）

オマーン 2014年競争保護及び
独占管理法

▲（例外なし） ▲ （ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ35%以上）

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 2019年（新）競争法 ▲（例外なし） ▲ （例外なし）

バーレーン 2018年競争法 ▲（例外あり） ▲ （ﾏｰｹｯﾄｼｪｱ40-60%以上）



行政法・規制コンプライアンス③ その他競争法・独禁法

国 競争法・独禁法

エジプト 2005年競争保護法

イラク 2010年競争及び独占防止法

トルコ 1994年（旧）競争法、2020年（新）競争法

イラン 2008年競争法

ヨルダン 2002年競争法

レバノン 1983年独占及び不当投機禁止法

シリア 2008年競争保護法及び独占防止法

イエメン なし（1991年商法にて規定あり。）
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GCC諸国は３つの課題（制限的合意、支配的な地位の濫用、経済集中）を中心に制度が成り

立っているが、その他の中東地域の国々に競争法または独禁法が制定されており、適用され
るルールは様々である。



行政法・規制コンプライアンス④ 消費者保護法

 民主化されていない政府は、国民
の声を聞くため、主な消費者であ
る自国民を強く保護する傾向が
見られる。

 UAE連邦法の他、アブダビ首長
国の規制が特に厳格で、Abu 
Dhabi Quality and Conformity 
Council （ADQCC）はほぼ毎週、

複数回リコールを命じている。日
本企業が対象になったケースもあ
る。

国 消費者保護法

UAE （旧）2006年消費者保護法、（新）2020
年消費者保護法
2009年アブダビ品質・適合法

クウェート 2014年消費者保護法

カタール 1999年商業詐欺防止法、
2008年消費者保護法

オマーン 2002年消費者保護法、
2011年消費者局設立法

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 2008年消費者保護協会設立法

バーレーン 2012年消費者保護法

エジプト 2006年消費者保護法

イラク 2010年消費者保護法

トルコ 2013年消費者保護法

イラン 2009年消費者保護法

ヨルダン 2017年消費者保護法

レバノン 2014年消費者保護法

シリア 2014年国内貿易および消費者保護法

イエメン 2008年消費者保護法
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 中東諸国で、包括的な個人情報保護やデータ保護に関する法律を制定している国
は少ないが、カタールは2017年から情報保護法が有効となっており、バーレーンは
2018年6月に個人情報保護法を制定し、サウジアラビアは2020年9月に情報保護
規則を制定した。

 UAEにおいて、プライバシーやデータ保護に関する何らかの規定はそれぞれの法
令において存在する。

• プライバシーは憲法上で保護され、プライバシー侵害は刑法およびサイバー犯
罪法による処罰の対象となる。

• 消費者保護法や電子取引法におけるデータ保護に関する規定がある。

• 通信法、銀行法、医療業界情報保護法において、顧客データの保護規定があ
る。

• DIFC（ドバイ）等の金融フリーゾーンにおいてEU基準のデータ保護法がある。

• ドバイ法により「ドバイ首長国に関する情報」の収集が厳しく規制されることに
なった。

• UAEは、データ保護法の法案を検討していることが報じられている。

 その他のほとんどの中東諸国はUAEと同様に多数の法令において個人情報取り
扱いに関する規定がある。

行政法・規制コンプライアンス⑤ データ保護
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 ほとんどの中東諸国において、刑法
や公務法により、汚職は刑事責任
が問われる。また、賄賂により政府
契約を結んだことが判明した場合、
契約が解約される法令を制定して
いる国がある。しかし、FCPAのよう
な企業に対する特別な罰則はない。

 UAEでは、UAE連邦法のほか、アブ
ダビとドバイにそれぞれの法令があ
り、ドバイは最大に厳しく、贈与者の
動機と関係なく、公務員に対するい
かなる贈与が禁止されている。

 米国連邦海外腐敗行為防止法
（FCPA）及び英国2010年贈収賄法
は、中東でビジネスする日本企業に
も影響する場合がある。

 従業員に対する指導やトレーニング
およびコンプライアンス体制の導入
は重要で、法令厳守の記録を準備
する必要がある。

行政法・規制コンプライアンス⑥ 汚職・贈収賄防止

国 汚職・増収賄防止関連法

UAE 1987年刑法、2008年連邦政府人事法

1970年ﾄﾞﾊﾞｲ刑法

2009年ﾄﾞﾊﾞｲ違法資金回収法

2018年ﾄﾞﾊﾞｲ政府人材管理法

1970年ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ刑法

2006年ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ公務員法

クウェート 1970年刑法

1996年政府契約口銭開示法

2012年反汚職局設立法令

カタール 1995年国家監査法

2004年刑法、2009年政府人材管理法

オマーン 2004年公務員法、2008年入札法

2011年利害相反禁止法

2011年国家監督法、2018年（新）刑法

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 1971年公務員処罰法、1992年反賄賂法

2014年公共資金規則

2019年汚職撲滅法

バーレーン 1976年刑法
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 多くの中東諸国が、近年、通信法を制定した。通信業界は、当局による強い規制を
受け、外資参入も制限されている。

 通信業界は、原則として、機器については世界基準である「電気通信機器の基準
認証制度」を採用している。

 多くの国でオンライン登録制度があり、輸入・販売業者が登録・許可手続を行う。

 オンラインの活動（特に現地業者により独占されているVOIPによる電話）は監視さ
れている。

 また、近年、サイバー犯罪防止法が制定された国が多く、さらにオンライン活動が
制限・監視されている。

 特にソーシャル・メディアにおける発言やコメントなどについては注意するべきであ
る。

行政法・規制コンプライアンス⑦ 通信規制
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 UAEは1999年に大気、水、土に対する汚染に関する環境保護法が制定された。

 1999年に連邦環境保護庁が設立されたが、2009年に解散されて、規制監視の管
轄がそれぞれの首長国の当局に委託された。連邦気候変動環境省（Ministry of 
Climate Change and Environment）による基準や指導に基づき、規制や許可は首
長国レベルで行われる。

 ごみ処分：各首長国でごみが処理される原則があり、特別許可がない限り、首長国
の境を超えてはならない。ごみ処理地の多くは首長国の境の横に置かれている。

行政法・規制コンプライアンス⑧ 環境保護法
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国 環境保護関連法

クウェート 2014年環境保護法

カタール 2002年環境保護法

オマーン 1974年海洋汚染法

1982年環境許可法

1993年廃物焼却法、排水処理・利用法

2001年（新）環境許可法

ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ 2001年環境規則

2019年（新）環境規則

バーレーン 1980年環境保護委員会設立法

1996年土壌汚染省令

 その他の規制の対象となる分野は

 有害廃棄物（バーゼル条約に従う）

 農業

 野生動物

 海洋生物



銀行との取引

 近年、銀行口座の開設と運営が非常に厳しくなっており、正当な理由なくても「コン
プライアンス」という言い訳で銀行開設や入出金を承認しない事例は多数ある。

 銀行口座を突然凍結するか閉鎖する事例は多い。

 一方、振込詐欺も沢山あるなかで、銀行は対策に協力的ではない。

銀行業務法

 UAEをはじめとする多くの国では、中央銀行設立法やイスラム銀行法があるもの
の金融法などの法律はなく、中央銀行により金融業界が監視されている。

 銀行法や金融法に相当する法源は、主に中央銀行の規則や政令になるが、かか
る規則・政令の多くは公表されておらず、銀行に対してのみ開示されている。

アンチ・マネーロンダリング法

 アンチ・マネー・ロンダリングが課題となっており、 「顧客確認（ “know your 
customer”、KYC）」によって対策を講じようとしている。

行政法・規制コンプライアンス⑨ 銀行・金融
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ほとんどの国には、包括的な石油法や天然ガス法
が存在せず、石油省やその他の政府機関（たとえ
ば旧アブダビ最高石油評議会、最高石油協会）や
国営石油公社が規則を定める権限がある。

上流・油田開発

 政府による独占的生産（サウジアラビア、クウェ
ート、イラン）または政府が私企業と提携して、
株式の過半数を取得する （オマーン、アブダビ、
カタール） 。

 M&A や株式移転は他の石油上流市場と比較し
て少ない。

下流・頒布：

 政府系会社が株式の過半数を取得することが
多く、私企業パートナーから長期的投資を受け
ることがある。

 多くの場合、ガソリンなどの燃料の国内価格へ
の補助金を出す。

行政法・規制コンプライアンス⑩ 石油・天然ガス法規制
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国により、医師免許、製薬、医療機器の管轄当局がそれぞれ異なる。基本的にEUま
たは米国の試験結果に依拠し、かかる情報を基に許可が下される。

行政法・規制コンプライアンス⑪ 医療・製薬品

国 医師免許 製薬 医療機器

UAE ドバイ：ドバイ厚生庁(DHA)
DHCC：DHCC庁
ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ：厚生庁ｱﾌﾞﾀﾞﾋﾞ(HAAD)
UAE北部：厚生省(MOH)

厚生省(MOH) 厚生省(MOH)

クウェート 厚生省(MOH)
医師免許部

厚生省(MOH)
食品医製品部

厚生省(MOH)
食品医製品部

カタール 厚生省(MOPH)、
ｶﾀｰﾙ医務協議会(QCHP)

厚生省（MOPH） 経済工商省(MEC)

オマーン ｵﾏｰﾝ医務局(OMSB) 厚生省(MOH) 厚生省(MOH)

ｻｳｼﾞ・ｱﾗﾋﾞｱ サウジ医務委員会
(SCHS)

ｻｳｼﾞ食品医製品庁
(SFDA)

ｻｳｼﾞ食品医製品庁
(SFDA)

バーレーン 国立厚生規制庁(NHRA) 国立厚生規制庁(NHRA)、
厚生省(MOH)

国立厚生規制庁(NHRA)、
厚生省(MOH)
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行政法・規制コンプライアンス⑫ コンプライアンスの重要性

 会社のコンプライアンス体制の目的は、法令遵守のためのみならず、第三者に対
して法令遵守していることを証明するためにある。

 特に汚職・贈収賄防止、貿易制裁関連法、競争法をはじめとする分野におけるコン
プライアンス体制は重要。

• 社内規則・ポリシーの制定

• 社内確認書・チェックリスト

• メールの保存と削除に関するポリシー

• 取引先に対する調査

• 従業員に対してトレーニングを行い、それぞれの従業員の書面に基づく確認を
得ること

 取引相手、取引銀行、政府から突然に審査をされた場合でも、即時に法令を遵守
していることを証明しなけばならない。さもなくば、大問題に発展するリスクがある。
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生活関連法① 日常生活と刑法

 先進国と異なる、UAE法上の主な犯罪成立要件は以下のとおり。

• 不道徳行為美化罪（「Beautification of the Sin」：シャリーアに基づくUAE刑法上の罪。
ドバイ以外の首長国にて当該罪に関する事件が頻繁に報じられている。）

• ポルノに関する罪、アダルト用品に関する罪（厳密には所持や使用は禁止されてお
らず、他人に対して頒布またはその頒布する目的があれば罪が成立する。）

• 宗教不敬罪、改宗未遂罪

• ソーシャル・メディア上の肖像権等、侮辱罪、名誉棄損罪

• 侮辱罪※

• 公衆酩酊罪、公然わいせつ罪※

• 小切手不渡り罪、破産罪

※＝日本法上の犯罪構成要件と大きな違いが見られるもの。

 なお、2020年11月に刑法が改正され内容が一部現代化して、以下の改正が行われた。

• 婚外交渉罪の廃止（姦通罪はそのまま有効）

• 飲酒罪（アルコール免許の申請）の廃止

• 名誉殺人は通常の殺人の取り扱いをされるように明記

常に政策・方針（ドバイの経済成長政策と海外企業からの圧力に弱い）と文化・モラル（保
守的なイスラム社会）の乖離を念頭におく必要がある。
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生活関連法② 刑事事件の実務

被害者の場合：被害届の難しさ

 事実･証拠が正しく記録・照明されていないという理由で、警察官が被害届を受
理しない場合も多い。

• 傷害事件の場合、公立病院に（Bur DubaiのRashid Hospital等）に行き、医
師の診断書を入手する必要があり、民間病院は診断書を発行できない。

• 詐欺・横領の場合、被害対象の金額を証明するため、UAE現地監査法人
からの報告書が必要となる。

 横領などで被害者が会社の場合、会社代表者が親会社・株主からの委任状を
保持していないと、被害届が受理されない事例もある。

 被害届受理中、何等かの理由で被害者が加害者と扱われる事例が多数ある。

容疑者・加害者の場合：警察からの審査

 警察官とのトラブルは、多くの国と同様、敬意をもって接することで防げる場合
も多い。（一般的に、警察官は書類作成業務を好まないこともある。）

 経験上、最もトラブルになりやすい刑事事件は侮辱罪であり、十分に気をつけ
る必要がある。
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生活関連法③ 住居賃貸借契約更新時の条件交渉

 関連法令に関する知識を得ること。ドバイには限定的に借主を保護する法令もあ
るが、比較的貸主を保護するものが多い。

 管轄機関にて登録済の賃貸借契約のみに、法令上の保護が適用される。そのた
め、契約更新時は、まず当該契約の登録の有無を確認すべき。

• 法令と実務の乖離：2008年の法改正により、ホテルやサービス・レジデンス

の賃貸借契約にも賃料改定時の法定上限額が適用される旨が明記された。
ただ実際には、サービス・レジデンス契約を登録する制度がないため、この改
正点は、現時点ではあまり意味を持たない。

 条件交渉の相手に関する知識を得ること。（物件所有者、管理者、セールス・マネ
ジャー等）

 冷静に焦らずに交渉することで有利になることも多い。

 限界を見極めること。
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生活関連法④ GCC諸国における飲酒

 サウジアラビア、クウェートおよびシャルジャ首長国（※）
は飲酒を禁止している。サウジアラビアは2021年内にア
ルコールを許可する噂があり、多くの事業はそれに向け
て準備。

 ドバイ、アブダビ、カタール、オマーンでは、飲酒はライセ
ンス制で、非ムスリムはライセンスを申請することができ
るが、イスラム教徒は飲酒してはならない。

 2020年にはUAE連邦（※）として、アルコールライセンスを
廃止し、UAE国内における酒類の購入や持ち運びの自由
化を発表したが、運用は各首長国に委ねられ、ドバイで
は酒類購入の際は引き続きライセンスの提示が求められ
ている。

 バーレーン、ウム・アル＝クワイン首長国とアジュマン首
長国は、ライセンス制を導入せず、ほとんど自由に購入・
飲酒ができる。（イスラム教徒に対しても制限的ではな
い。）

 外食の際に飲酒ライセンスの提示を求められることはま
ずないものの、何らかのトラブルが起きた場合にライセン
スを所持していないと刑事責任が問われる場合がある。

 なお、刑法関連法規の内容の不確実性は大きい。

※＝シャルジャ首長国は、空港にて購入も可であり、二箇所にて飲酒が可能。

▲ = 飲酒禁止

▲ = 非ムスリムの飲酒ライセンス

▲ = 原則として自由

▲ = 法令と実務の乖離（※）
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生活関連法⑤ 相続と遺言

 シャリーアは遺言による相続を認めないが、原則として適用はイスラム教徒に限ら
れるはずである。

 にもかかわらず、中東諸国の裁判所では、非イスラム教徒による遺言の正当性を
認めない事例がある。

 中東諸国でも多くの法律事務所が遺言の作成・認証サービスを提供するが、遺言
の確実性・有効性が保証されるとは言えない。

 2015年にDIFCにおいて遺言登録制度が導入された。

現時点では、登録された遺言は執行されていないが、制度としては確立しているた
め、UAEで遺言を作成する場合は、DIFC登録制度を利用することが望ましい。
http://www.difcprobate.ae

 死亡時には財産相続の他、子供の親権問題も絡む。原則父親が死亡した場合、
親権は男性の近親者（死亡者の父親、兄弟）に属し、母親が親権を得るためには、
その近親者からの母親に対ずる委任状が必要となる。
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生活関連法⑥ ドバイにおける市民活動への規制強化

 ドバイにおける安全保障、生活の質や社会福祉の向上を目的として、多くの面倒
な規制が導入された。

• 募金活動：許可なく募金活動した場合は刑事責任が問われる。

• イベント：安全保障の確認がない限り、施設を借りてイベントを開催できない。

• 教育：2017年から教育活動にドバイ教育省（KHDA）の許可が必要になり、多く
の団体が学校施設を使えなくなった。

• 訓練（トレーニング）活動：本業として有料で行う場合、KHDAの許可が必要と
なる。（商品に関するトレーニングは対象外。）

• 市民団体：従来の許可制が2017年に改正されて、多面的に厳しくなった。

• ボランティア活動：2018年から規制対象となった。

157 |  中東ビジネス関連法セミナー 第四部：事業編



生活関連法⑦ GCC諸国における新型コロナワクチン接種

国 接種承認ワクチン その他承認ワクチン※ 入国要件

UAE ▲、▲、▲、▲ 同左＋▲ 出国72時間以内のPCR検査陰性証明（アブダビ
のみワクチンによる制限緩和有）

クウェート ▲、▲、▲、▲ 同左 8月1日よりワクチン接種済みであれば入国72時
間以内のPCR検査陰性証明と7日間の隔離

カタール ▲、▲ 同左＋▲、▲、
▲（入国時PCR）

日本を含むグリーンリスト国からの入国の場合、
入国の72時間以内のPCR検査陰性証明。ワクチ
ン接種済みであれば入国時PCR検査で陰性なら
隔離免除、ワクチン未接種なら5日間の隔離。

オマーン ▲、▲、▲、▲ 同左 入国72時間以内PCR陰性証明と入国時PCR検査
と7日間の指定施設での隔離。観光客はワクチン
接種必須。

ｻｳｼﾞ･ｱﾗﾋﾞｱ ▲、▲、▲、▲ 同左 出国72時間以内のPCR検査陰性証明とワクチン
接種証明書に加え、7日間の指定施設での隔離。

バーレーン ▲、▲、▲、▲ 英国、EU、米国、豪州、
日本等で承認済のもの

日本含む特定の国においてワクチンを接種済み
の場合、入国時のPCR検査のみ。
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ワクチン接種に関する政策の違いでGCC諸国の崩れた協力がみられる。

▲ = Pfizer-BioNTech
▲ = Moderna
▲ = Johnson & Johnson

▲ = Oxford-AstraZeneca
▲ = Sinopharm
▲ = Sputnik V

▲ = Sinovac

※＝外国人入国要件として認められるワクチン



生活関連法⑧ ドバイの詐欺師

 近年、日本人を対象とする在ドバイの詐欺師（自称「コンサルタント」）が急増してい
る。多くの加害者は日本人だが、国籍は多岐にわたる。

 被害者は、日本在住の個人投資家や未だ中東進出していない中小企業が多いが、
日本人駐在員、大手企業が被害にあった事例もある。UAE国民のスポンサー（自
称「シェイク」）の政治力やコネを強調することが多い。

 在ドバイの日本国総領事館、ジェトロも最近注意喚起を出している。
https://www.dubai.uae.emb-japan.go.jp/newhp/20210517Fraudcase.pdf

 詐欺の種類は多岐にわたる。会社設立、経営代行、政府関係者との折衝など。

 一旦金銭の支払が済んでしまうと、法的救済（警察・弁護士・裁判所による）は困難
なため、損害を被る前の慎重な検討・確認が重要。

 一方、健全なコンサルタントも存在するため、様々な情報源（ジェトロ、大使館・領
事館、銀行、会計事務所、法律事務所）への評判･実績等の問い合わせも有効。
（業務妨害責任を負いかねないため、「要注意」等の警告のみにとどまる場合が多
いことに留意。）
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当事務所がお手伝いできること

 UAE、中東諸国の法制度に関するアドバイス･社内用の意見書

 申告書の提出を除く税務関連

 代理店・パートナー候補に関する調査・デューデリジェンス

 代理店契約書や各種契約書の作成、校正、交渉、解約

 新事業・合弁事業の設立手続・交渉

 M&A等による直接投資

 現地法人の総務・労務

 代理店契約の解約・合弁事業からの撤退・現地法人の解散

 規制に関するコンプライアンスの説明、コンプライアンス体制の導入

 刑事事件の解決

 アラブ諸国における裁判・調停・仲裁の解決手続担当

“An ounce of prevention is worth a pound of cure” “Look before you leap.”
注意一秒、けが一生 転ばぬ先の杖

（早めに弁護士に相談しましょう！）
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Christopher Gunson
クリストファー・ガンソン

+971 50 554 6205
gunson@amereller.com
アマレラー法律事務所

ドバイ・オフィス

2016 “Chris Gunson is a rising star in the Middle East… 
International clients seek his top-quality advice.”

2017 “Christopher Gunson provides great advice and value for 
money. 
“His Japan focus is fabulous.”   “… a top energy practitioner”   
“Christopher Gunson is a great M&A lawyer, well 
respected.”

2018 “Chris Gunson always provides excellent value and blends 
legal and commercial advice to ensure a transaction will 
progress in a manner agreeable to all parties.”

2019 “Chris Gunson is simply the best lawyer in Dubai for 
Corporate and M&A.”

2020 “Chris is among the best private practice lawyers in the 
Middle East. He provides top quality advice on numerous 
subject areas and is highly trusted as a skilled adviser for 
resolving difficult commercial and legal issues.”

2021 “Christopher gives valuable feedback and finds different 
approaches to various matters, giving well thought-out pros 
and cons to each scenario.”
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