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本日のプレゼンテーションの内容
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• 紛争解決

• 準拠法・紛争解決地の規定

• 破産法・担保設定法

• 政府契約・建設契約紛争

• 債権回収



 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

4 |  中東ビジネス関連法セミナー 第二部 紛争解決編



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、イラク、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！

20 |  中東ビジネス関連法セミナー 第二部 紛争解決編



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。

24 |  中東ビジネス関連法セミナー 第二部 紛争解決編



 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
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 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により12％。
（※2021年に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、「遅延ペナ
ルティー」は裁判所により認められる場合がある

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

37 |  中東ビジネス関連法セミナー 第二部 紛争解決編



 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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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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