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本日のプレゼンテーションの内容
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• 中東諸国の法制度

• 代理店保護法

• 知的財産法

• 輸入規制・経済制裁
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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

6 |  中東ビジネス関連法セミナー 第一部 取引編

1950年のドバイ 1970年のドバイ



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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ここ数年間、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（FDI法）

（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

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

2003年のドバイ

2019年のドバイ
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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
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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の発展

 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
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中東諸国の法制度⑪ シャリーア法制度（1980～2015年）

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、外国
企業にとって事業が難しい環境となった。

 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規定のほとん
ど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

 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：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が、
2020年後半に「サウジ四法」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

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
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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

 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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▲ = 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。

40 |  中東ビジネス関連法セミナー 第一部 取引編



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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ご静聴ありがとうございました。
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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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