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ている。 

a) その商標の使用が、登録商標の指定商品及び役務との関連性を示しかねない場合。 

b) 当該使用により、登録商標の所有者の利益が損なわれるおそれがある場合。 

 また、UAE 商標法は、以上の点に加え、周知商標又は過去に登録された他の標章の翻訳で

あるような標章（を登録することにより、その標章により識別される製品又は類似の製品

の同一性について、一般消費者に混同を生ずる場合、そ）の登録も禁じている。 

 

22. 譲渡と使用許諾 UAE 商標法の下で、書面による正式な法律文書により、任意の者に

登録商標を譲渡し、又は、その使用を許諾することができる。当該文書は、適正に認証さ

れた後、商標部に記録される。次に、商標部は、公衆への情報開示のため、提案されてい

る記録内容に関する情報を商標公報に公告する。関係当事者から何らかの異議申し立てが

行われた場合、提起された異議が完全に解消されるまで、当該文書（場合に応じ、譲渡又

は使用許諾に関する）は記録されない。 

 

 

 

第４節 著作権 

 

 

1. 著作権制度の概要 

 著作権は、UAE 著作権法の下で、文学的著作物、コンピューターソフトウェア、データベ

ース、講演／演説、演劇、音楽的著作物及び写真的著作物その他の知的な著作物を含む著

作物の作者に与えられる保護の形態である。ソフトウェアを使用、コピー及びダウンロー

ドする行為、インターネット上のホームページから資料をダウンロードする行為及び任意

の方法により、任意の資料を配布する行為は、商業目的又は個人目的を含むいかなる目的

であれ、著作者の書面による許諾を得ていなければ、限られた例外的な場合を除き、実際

には、著作権侵害となる。UAE 著作権法の下で、隣接権の保有者、役者、歌手、音楽家及び

ダンサーなどの実演家、レコード製作者及び放送機関も、保護を享有する。 

 UAE 初の著作権法（1992 年法第 40 号）及びその実施規則は、それぞれ 1993 年４月 12

日及び 1994 年９月１日に発効した。2002 年 UAE 著作権法第７号が官報に告示されたことに

より、同法は、2002 年７月 14 日に廃止された。 

 UAE は、知的財産権に関係する国際機関及び条約に加盟している。UAE は、1996 年以来、

WIPO の加盟国かつ TRIPS 協定の署名国であり、パリ条約（1996 年以降）、WIPO 著作権条約

（2004 年以降）、文学的及び美術的著作物に関するベルヌ条約（2004 年７月 14 日以降）、

WIPO 実演レコード条約（WPPT）（2005 年以降）及び実演家、レコード製作者及び放送機関

に関するローマ条約（2005 年以降）などのいくつかの国際的な知的財産条約の締約国であ
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る。 

 UAE 著作権法は、著作物に正統性と個性を発揮するような創作性を保護し、著作物により

明かされる思想又は概念を保護せず、むしろ著作物の表現を保護する。具体的にいえば、

保護は、思想、手続き、運用方法又は数学的概念、原理及び抽象的事実自体に及ぶもので

はなく、これに含まれる創作的表現に及ぶ。その結果、著作物は、有形でなければならな

い。法律では、著作物が、文書形式又は写真として存在するｆ場合、コンピューターに保

存されている場合、ビデオテープに記録されている場合、あるいは石を彫刻されている場

合など、永続性のある方法又は媒体に記録されている場合に、固定されているものとみな

される。 

 著作権は、著作物が創作された瞬間から、著作者が自動的に保護されるという点におい

て、他の知的財産権とは区別される。著作物を登録しなくても、UAE 著作権法により与えら

れる権利又は保護は、一切損なわれない。他のほとんどの国々の法律と同様、UAE 著作権法

は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約に準拠しており、その著作物が登

録されているかどうか、また、著作権に関する通知が記載されているかどうかにかかわら

ず、一切の著作物が、法の下に保護される。著作者の名称が著作物に記載されていること

以外、著作物が保護されるための条件は存在しない。独自の表現方法で記載又は表現され

た瞬間から、あらゆるものに著作権が生ずる。 

 著作物が登録されていなくても、UAE 著作権法によって著作者又はその承継人に与えられ

る保護は、そのいかなる側面も損なわれないものの、UAE 著作権法の実施規則の規定に従い、

実際には、著作物を寄託し、これに関する権利又はその特定の部局において生じ得る一切

の処分を記録するためのシステムが経済省に存在する。 

 UAE には、著作権を記録するための官庁、すなわち、著作権庁が存在し、この役所は、連

邦レベルにおいて、あらゆる種類の著作権対象著作物の登録を扱っている。著作物を記録

すれば、著作権侵害訴訟において、記録が創作に関する明確な証拠になることを含め、著

作者にとっていくつかの利点がある。願書とともに著作物の複製を提出すれば、短期間に

所有者証明を取得できる。 

 

2. 保護対象となる著作物 

 著作物の著作者及び隣接権の保有者は、UAE 著作権法の下で保護を享有する。UAE 著作権

法の下で、「著作物」は、その種類、表現方法、価値又は目的を問わず、文学、芸術、科学

分野の創作された一切の編集物であると定義される。UAE 著作権法は、保護対象著作物とし

て、12 の分類を挙げている。これらの分類は、ベルヌ条約の項目に対応している。それは、

条約の第２条１項及び派生的著作物の場合の第２条３項である。UAE 著作権法が挙げている

著作権による保護対象は、以下の通りである。 

a) 書籍、小冊子、随筆その他の文書。 

b) コンピュータープログラム及びアプリケーション、データベース及び経済省の決
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定により、これに類似すると定義された著作物。 

c) 講演、演説、説教その他のこれらと類似の性質の著作物。 

d) 演劇用又は楽劇用の著作物及び無言劇の著作物。 

e) 楽曲（歌詞を伴うかどうかを問わない）。 

f) 音声及び視聴覚の著作物。 

g) 建築物の著作物、工学的計画及びレイアウト。 

h) 素描、絵画、彫刻、版画（布地、金属、石、木）の著作物及び美術の範囲に含ま

れる彫り物及びこれに類似する一切の著作物。 

i) 写真の著作物及び写真に類似する著作物。 

j) 応用及び造形美術の著作物。 

k) 図解及び地図、スケッチ、並びに地理学、地形学、建築設計その他に関する三次

元的著作物。 

l) （その原作物について定めた保護を害することなく）派生的著作物。放送番組の

ために著作物が革新され、革新されたテーマで書かれている場合には、その表題

も保護される。 

 この一覧は、ほぼすべての対象をカバーしている。とはいえ、保護が及ばない対象とし

て、「思想、手続き、運用方法又は数学的概念、原理及び抽象的事実自体」を挙げているよ

うに、UAE 著作権法により保護されない対象もある。 

 

3. 登録 

 UAE 著作権法は、著作物が創作された瞬間から、著作権及び隣接権の効力が自動的に生ず

ると述べる。UAE 著作権法の下では、著作物が保護されるため、登録又は何らかの他の手続

きを踏む必要はない。しかしながら、UAE 著作権のエンフォースメントをめぐる実際問題に

ついて考慮すれば、UAE においては、いかなる場合も、著作権を登録することがたいへん望

ましい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 著作者の排他的権利 

 著作者は、人格権と財産的権利の両方を享有する。 

 人格権とは、著作者が、その文学的及び美術的著作物との間に有する継続的な人格的及

び法的関係を明確にしたものである。UAE 著作権法の下での著作者人格権には、次の四つの

権利が含まれる。すなわち、著作物が公表される時期、場所、及び形式を決定する権利（公

表権）、著作物の著作者として識別される権利（氏名表示権）、著作物の変更、切除その他

の改変で自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利

（同一性保持権）及び著作物の頒布を撤回する権利（撤回権）である。 

 人格権は、大陸法の法制度とベルヌ条約（第６条の２）に由来する。これが、後に、コ

モンローの著作権制度にも導入された。UAE の法律は、大陸法の伝統に立脚しているため、

UAE 著作権法において、人格権が強調されていることは、大陸法による影響を示し、著作者

人格権 

公表 

著作者の排他的権利 

財産的権利 

撤回 

氏名表示 

公の伝達 

同一性保持 

公の演及び演奏 

頒布 

翻案 

複製 
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の権利が重視される文化の象徴である。 

 UAE 著作権法は、任意の手段、なかんずく、電子的なローディング及び保存を含む複製、

任意の形式の表示、放送又は再放送、公の実演又は放送、翻訳、改変、改作、リース、有

償貸与、無償貸与又はコンピューター又は情報ネットワーク、通信ネットワークその他の

手段を通じたアクセスを含む任意の形式の公開を通じた著作物の使用を許諾する排他的権

利を含む著作者財産権を著作者に付与する。 

 財産権は、著作者の生存の間及びその著作者が死亡した翌年の元日から起算して死後 50

年、応用美術の著作物については、その公表日から 25 年間、放送機関については、その放

送日から 20 年間保護され、次の著作物については、公表日から 50 年間である。 

a) 実演家の著作物 

b) 企業などの法人によって創作された著作物 

c) 匿名又は無名の著作物として公表された著作物（著作者の身元が判明するまで） 

d) 死後、公表された著作物 

e) レコード製作者の著作物 

 著作者及び隣接権の保有者には、譲渡（譲渡後、第三者が自らの権利をどう利用するか

を支配でできなくなる）、又は、利用許諾（該当する自らの権利の所有権が維持されるもの

の、第三者が、著作権侵害を心配せずに、これらの権利の一部又はすべてを行使すること

を認める）のいずれかにより、第三者に権利の一部又はすべてを移転させる権利がある。 

 

5. 著作権の制限 

 制限とは、公益のために、特定の分類の著作物を著作権保護の対象から除外することを

定めたものである。UAE 著作権法では、公文書、メディアによるニュース及び公共財産に移

行した著作物の三つにつき、制限を設けている。従って、UAE 著作権法は、法律、規則、決

定、国際協定、判決などの文言、さらに、ニュースメディア及び時事の記事を保護しない。

また、同法は、公共財産に移行した著作物を保護しない。 初の二つの制限は、ベルヌ条

約の規定に由来することに注意する必要がある。 

 公共財産に移行した（パブリックドメインの）著作物は、一般に、著作権が失効した著

作物、創作者／所有者が著作権を放棄することを選択した著作物、又は、名称、短い語句、

題名、思想及び事実など、著作権を設定できない内容である。 

 

6. 権利侵害に対する制裁 

 著作権及び関連権に対する侵害は、２カ月以上の拘禁刑及び１万ディルハム（およそ

2,740 米ドル）以上、５万ディルハム（およそ１万 3,700 米ドル）以下の罰金、またそのい

ずれかに処される。再犯者には、６カ月以上の拘禁刑及び５万ディルハム（およそ１万 3,700

米ドル）以上の罰金が科される。 
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7. 権利侵害の例外 

 例外とは、著作物の一定の使用について権利侵害が免責されることを定めたものである

（以下では、当然、この点に議論の主眼が置かれる）。UAE 著作権法の第 22 条及び第 23 条

は、11 の例外を定めている。これらの例外のうちの四つは、教育界及びその図書館にとっ

て直接的利益になるものである。それらは、引用、教育現場における複製、教育機関にお

ける実演及び図書館における複製に関する例外である。 

 11 の例外の中のもう一組の四つの例外は、情報及び情報の流通の自由を守るためのもの

であり、報道機関及びメディア放送にとって利益になるものである。これらの例外により、

報道機関が、新聞及び定期刊行物の記事、公衆が関心を寄せる問題に関する論説、演説、

講演、公開の議会又は司法委員会及び公的な会合における演説を複製することが可能にな

り、美術、応用及び造形美術又は公共の場所に恒久的に設置された建築物の著作物を放送

の際に複製することが可能になった。 

 他の三つの例外は、個人による非営利的使用のための複製、主にバックアップコピーの

作成又は観察、研究又は試験を目的とするコンピュータープログラム及びデータベースの

使用、そして司法的手続き又は行政的手続きなどのこれに類似する手続きのための複製で

ある。 

 

8. 強制利用許諾 

 著作者及び関連権の保有者は、それぞれの排他的権利をいかなる方法でも利用許諾でき

る。一方、UAE 著作権法は、同時に、経済省が、利用許諾された権利を利用できる時期及び

場所に条件を付し、また、著作者に対する公正な報酬を決定したうえで、保護対象著作物

を複製又は翻訳するために、任意の者（が、経済省に直接申請した場合、その者）に強制

利用許諾を行うことができることも定めている。 

 

9. デジタル権という状況の下における著作権及び関連する権利（著作隣接権） 

 UAE は、2004 年に WIPO 著作権条約（WCT）、また、2005 年に WIPO 実演レコード条約（WPTT）

に加盟した。そこで、UAE は、国際条約上の該当する義務を国内法に編入した。著作者、実

演家、レコード製作者及び放送機関の権利を明確にするため、特にデジタル権との関係に

おけるその適用範囲及び保護に主眼を置きつつ、条約に関連する規定を以下にわかりやす

くまとめた。 

a) 著作者、その一般継承人又は著作権者には、任意の手段、なかんずく、電子的な

ローディング及び保存を含む複製、任意の形式の表示、放送又は再放送、公の実

演又は放送、翻訳、改変、改作、リース、有償又は無償の貸与、又はコンピュー

ター又は情報ネットワーク、通信ネットワークその他の手段を通じたアクセスを

含む任意の形式の公表による著作物の使用を許諾する排他的権利がある。この場

合の「複製」とは、「複製を行うための方法又はこれに利用する装置にかかわらず、
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永続的又は一時的のいずれの場合においても、著作物を電子的にローディングし、

保存することを含む、著作物、音声記録、放送用資料又は任意の種類又は手段に

よる実演の一つ以上の複製品を作成すること」をいう。 

b) 実演家の権利 - 実演芸術家は、以下の排他的権利を享有する。(1) 固定されてい

ない実演を放送し、公衆に伝達する権利。(2) 自らの実演を音声記録に固定する

権利。(3) 音声記録に固定されている自らの実演を複製する権利。 

c) 他の者は、著作権者の同意を得ない限り、直接的であれ、間接的であれ、商業的

報酬を得る意図で実演を装置に記録すること又はその装置を貸与すること、又は、

これを任意の形式で上演することが許されない。これらの基準は、別段の合意が

存在しない限り、実演芸術家が、自らの実演を音声又はビデオ媒体に固定した場

合にのみ適用される。 

d) レコード製作者の権利 - レコード製作者は、以下の排他的な財産的権利を享有す

る。(1) 自らの録音作品の権限のない任意の利用を禁止する権利。他の者による

禁止される利用には、コンピューターその他の手段を通じた実演の複製、貸与、

放送、再放送又は上演が含まれる。(2) 自らの録音作品をコンピューターその他

の手段を通じ、有線又は無線の方法により公表する権利。 

e) 放送機関の権利 - 放送機関は、次の排他的な財産的権利を享有する。(1) その記

録及び資料の利用を許諾する権利。(2) その番組又は記録の公衆への権限のない

一切の放送を禁止する権利。 

f) 他の者が、いかなる手段によるものであれ、これらの番組を記録又は複製するこ

と、又は、放送機関の資料を複製、貸与又は再放送すること、又は、これらを公

衆に伝達することは禁じられている。 

 デジタル技術に関連する著作者及び関連権に対する侵害は、３カ月以上の拘禁刑及び５

万ディルハム（およそ１万 3,700 米ドル）以上、50 万ディルハム（およそ 13 万 7,000 米ド

ル）以下の罰金、またそのいずれかに処される。再犯者には、９カ月以上の拘禁刑及び 20

万ディルハム（およそ５万 4,800 米ドル）以上の罰金が科される。 

 

 

 

第５節 その他の権利 

 

 

1. 地理的表示の保護 

 UAE は、WTO 加盟国であり、従って、地理的表示に関する側面を体系化している TRIPS 協

定の規定を順守することを約束している。しかしながら、UAE は、まだ、特に地理的表示を

保護するための法律を制定していない。地理的表示に対する保護は、商標に関する 1992 年
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附属資料 1.5 – (UAE) 

 

著作権及び著作隣接権に関する 2002 年連邦法第 7号（仮訳） 

 

UAE 大統領の Zayed Bin Sultan Al Nahyan は、 

現行憲法に照らして、 

及び、法律に則って改正された省庁の任務及び大臣等の権限に関する 1972 年の連邦法第１

号に照らして、 

及び、印刷物と出版に係わる 1980 年の連邦法第 15 号に照らして、 

及び、知的な著作物と著作権の保護に係わる 1992 年の連邦法第 40 号に照らして、 

及び、情報文化省への諮問等に基づいて、 

及び、閣僚評議会の同意に基づいて、 

及び、連邦 高評議会（Supreme Council of the Union）の承認に基づいて、 

以下の法律を発布する。 

 

定義 

第１条 

本法律の条項の適用において、以下の用語は、文脈によって他の意味に用いられない限

り、それぞれについて後述された定義に従う。 

「国（The State）」：アラブ首長国連邦 

「省（The Ministry）」：情報文化省 

「大臣（The Minister）」：情報文化相 

「著作物（The Work）」：その種別、表現形式、価値、又は、趣旨にかかわらず、文学、芸

術、科学に属する創作された編集物 

「著作者（The Author）」：特別の定めのない限り、著作物を創作した者、及び、著作物に

名前が記載された者、又は、公開時に著作物の著作者だとされた者。真正の著作者の特定

について疑義が生じない限り、匿名又は筆名で著作物を公表した者も著作者とみなされる。

そのような疑義が生じたとき、出版者又は製作者は、自然人であろうと法人であろうと、

著作者の身元が明らかにされるまで、著作者の代理人であるとみなされ、著作者の権利を

行使するものとする。  

「創作（Creation）」：著作物に真性と識別性を与える創作性 

「隣接権の所有者（The holder of the neighboring rights）」：本法律で定義された実演

家、レコード製作者、及び、放送機関。 

「実演家（The Performers）」：俳優、歌手、演奏家、舞踏家、及び、文学又は美術の著作

物又は本法律の条項に従って保護されたその他の著作物、又は、公共資産をいかなる態様
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であろうと、朗唱、歌唱、実演、又は、上演する他の者。 

「レコード製作者（The Producer of Phonogram）」：上演者の楽音又は他の楽音を 初にレ

コードした自然人又は法人。 

「放送機関（Broadcasting Organization）」：音声、映像の、又は、視聴覚的な、及び、電

波送信による放送を行う任意の機関。 

「放送（Broadcasting）」：公衆に対する著作物、上演、レコード、プログラム、及び、そ

のレコーディングの音声、映像の、又は、視聴覚的な電波送信。衛星と軌道を介しての送

信も同じものと解する。 

「公表（Publication）」：使用される方式にかかわらず、著作物、レコード、放送番組、又

は、任意の上演を公衆に利用可能とすること。 

「上演（Public Performance）」：公衆と著作物とを直接結び付ける実施行為。たとえば、

演劇著作物の実演、美術作品の朗唱又は実施、視聴覚的著作物の展示、音楽的著作物の演

奏、文学的著作物の朗唱などであり、実演とレコードによる提供の双方を含む。   

「公衆への通信・放送（Public Communication）」：著作物、音声のレコーディング、放送

番組の有線又は無線の伝送であって、受信の場所、時間、及び、媒体にかかわらず、伝送

が行われる場所以外の任意の場所で、家族や親しい友人ではない者によってのみ伝送を通

して受信可能な伝送。 

「複製（Reproduction）」：複製に使用される方式にかかわらず、永久的又は一時的な電子

的格納など、任意の形態による著作物、レコード、放送番組、又は、任意の実演の複製を 1

つ又は複数作成すること。  

「レコード（Phonogram）」：記録に用いられる形式又は装置によらず、聴取を目的として演

奏された特定の音声の安定した記録。レコードには、別途合意がない限り、視聴覚的著作

物を作成するのに画像と合わせて音声を安定的に記録した場合も含まれる。  

「視聴覚的著作物の制作者（Producer of audio-visual work）」：視聴覚的著作物の完成に

必要な設備を提供し、また、その完成に責任を有する自然人又は法人。      

「集合著作物（Collective Work）」：自らの名前、また、自らの監督においてで公表するこ

とを誓約する自然人又は法人の指示に従う一群の著作者が編集に係わる著作物。各著作者

の寄与を分離し、区別することはできないような形態において、著作者の寄与は、そのよ

うな監督者が意図する公共的な目的の実現のために取り入れられる。  

「共同著作物（Joint Work）」：各人の持分が分離可能か否かによらず、複数の者によって

編集された著作物であって、集合著作物には分類されない著作物。   

「派生的著作物（Derived Work）」：翻訳など、既存の著作物からその原案を得た著作物。

内容の選択と脚色の方法に関して取り入れられた限りにおいて、文学的、美術的、及び、

民間伝承的な表現も許される。   

「国の民間伝承（National Folklore）」：言葉、音楽、動作に係わり、又は、顕著な要素が

有形である民衆の文化的遺産の全ての表現を意味し、芸術的な伝統の継承を反映するもの
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であり、我が国において発展し、又は、存続するものであり、特定の著作者に帰すことの

できないもの。   

「公共財産（Public Property）」：当初から保護対象から除外されている、又は、その経済

的価値の保護期間が満了した全ての著作物。 

  

セクション１ – 保護の範囲 

 

第２条 

著作物の著作者、及び、著作隣接権の所有者は、わが国でその権利に対する侵害が生じ

たとき法律によって保護される。すなわち、以下の著作物が対象とされる。  

1. 書籍、小冊子、随筆その他の文書。 

2. コンピュータープログラム及びアプリケーション、データベース及び経済省の決定によ

り、これに類似すると定義された著作物。 

3. 講演、演説、説教その他のこれらと類似の性質の著作物。 

4. 演劇用又は楽劇用の著作物及び無言劇の著作物。 

5. 楽曲（歌詞を伴うかどうかを問わない）。 

6. 音声及び視聴覚の著作物。 

7. 建築物の著作物、工学的計画及びレイアウト。 

8. 素描、絵画、彫刻、版画（布地、金属、石、木）の著作物及び美術の範囲に含まれる彫

り物及びこれに類似する一切の著作物。  

9. 写真の著作物及び写真に類似する著作物。 

10. 応用及び造形美術の著作物。 

11. 図解及び地図、スケッチ、並びに地理学、地形学、建築設計その他に関する三次元的著

作物。 

12. （その原作物について定めた保護を害することなく）派生的著作物。放送番組のために

著作物が革新され、革新されたテーマで書かれている場合には、その表題も保護される。  

 

第３条 

保護は単なる思想、手続き、運用方法又は数学的概念、原理及び抽象的事実自体には適

用されないが、これら全てについて創造的な表現には適用される。 

 

保護は以下の事項には適用されない。 

 

1. 原文の言語が何であろうと、また、翻訳であるとき元の言語が何であろうと公式文書。

たとえば、法律、規則、決定、国際協定、判決、仲裁裁定の文章、及び、管轄権を有

する行政委員会の決定など。 
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2. ニュース、インベント、及び、時事問題。ただし、メディアでニュースとなる場合の

み。  

3. 移管されて公共の財産となった著作物 

 

ただし、本条の第１段落、第２段落、及び、第３段落の各項目は、その編集と脚色が、

又は、編集と脚色に係わる任意の行為が創造的な態様で行われたことを特徴とする場合、

保護を受けることができる。 

 

第４条 

 

本省は、本法律の規定実施に係わる条項に従って、著作物の権利の登録と寄託、及び、

当該権利に係わる特定の当局に係わる任意の措置の登録と寄託のための制度を制定する。 

 

本省における権利の登録又は寄託に使用される登録簿は、著作物の内容を証明するもの

とみなされる。 

 

著作物の寄託がないこと、又は、著作物に係わる権利又は任意の措置が記録されないこ

とによって、保護に係わる何らかの事項、又は法律によって定められた権利が損なわれる

ことはない。 

 

セクション２ – 著作者の権利 

 

第５条 

著作者及び権利相続人は、著作物の時効又は譲渡の影響を受けることのない、著作に係

わる権利を有する。このような権利には以下のものが含まれる。   

1. 著作物の 初の公表を決定する権利。 

2. 自らの名前で著作物を著す権利。 

3. 改変が歪曲と変更をもたらし、又は、著作者の名声を損なうものであるとき、著作物の

改変に異議を申立てる権利。 

4. 社会への公開を中止するだけの重大な理由があるとき、そのような公開中止を行う権利。

この権利は管轄権を有する裁判所を通して実施することができる。ただし、裁判所が指

定した時点で、また、公開中止の決定の執行前に経済的利益を享受する権利を有する者

に対して、適正な補償金を支払うことを条件とする。この条件が満たされなければ、判

決は効果をもたない。 

 

第６条 
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翻訳に係わる改変は違反であるとはみなされない。ただし、翻訳者が削除や修正に係わ

る部分に言及しなかった場合、又は、その行為によって著作者の地位を損なった場合を除

く。   

 

第 7 条 

著作者又はその相続人、あるいは、著作者の権利の所有者のみがいかなる手段によるも

のであれ、当該著作物を利用させるために使用権を与えることができる。特に、電子的な

ローディング及び保存を含む複製の作成、任意の手段による劇の上演、放送、再放送のた

めの伝送、実演、公衆への通信・放送、翻訳、修正、改変、賃貸、貸与、又は、コンピュ

ーター又は情報ネットワーク、又は、通信ネットワーク、又は、他の手段など、任意の手

段による公表の準備も含めて、公表などのために利用させることができるものとする。   

 

第８条 

 コンピュータープログラムを賃貸する権利については、プログラム自体が賃貸の本来の

対象物でない限り、適用されない。また、視聴覚的著作物についても、通常の利用を逸脱

するものでない限り、権利は適用されない。 

 

第９条 

著作者又は相続者は、本法律に規定された自己の経済的権利の全部又は一部を、自然人

又は法人の第三者に移転することができる。ただし、利用の目的、期間、及び、場所と合

わせて、利用対象の権利客体を指定した上で、そのような行為を書面で明記した場合に限

る。著作者は、処分した権利を除いて、全ての権利の所有者である。 

 

本法律に規定された著作者の著作に係わる権利に対して違反行為があった場合を除いて、

著作者は処分した権利の利用を損な行為は許されない。 

 

第 10 条 

著作者又は相続者は、著作物を経済的に利用するための１つ又は複数の権利を、利用に

よる収益に対する寄与を合理的に判断して、第三者への移転の代価として、現金又は現物

を請求することができる。あるいは、このような束縛のない金額について契約を締結する

こともでき、あるいは、双方の方式で契約することができる。 

 

第 11 条 

本法律の第 10 条に該当する合意が、著作者の権利にとって、又は、著作隣接権の所有者

にとって不公平なものとなったとき、又は、契約の締結後、予測不可能な状況によってそ
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のように不公平なものとなったとき、著作者、その相続人（複数の場合も含む）は、管轄

権を有する裁判所に訴え、合意済みの代価を見直すことができる。  

 

第 12 条 

第９条の規定を侵害することなく、コンピュータープログラムの著作物又はデータベー

スに関する経済的権利の移転は、レコードで示される場合であっても、コンピューター画

面で表示されるようにローディング又は保存された場合であっても、プログラムにスティ

ッカーを貼ること、又は、使用許諾契約書を表示することによって有効とされる。プログ

ラムの購入者又は使用者は、使用許諾証契約書に記された条件に従う義務を負う。 

 

第 13 条 

別段の合意がない限り、著作者によるその著作物の原稿の自由な取り扱いは、経済的権

利の移転に含まれることはない。  

 

ただし、譲り受け人を拘束する合意が事前に行われた場合を除き、移転された複製物を

著作者が複製し、移転し、又は、展示することはできない。  

 

第 14 条 

著作者が公表した著作物に係わる経済的権利を差し止めることができるが、公表に先立

って所有者が死亡した場合は、その著作物を押収することはできない。ただし、所有者が

生前、公表を意図していたことを疑いの余地なく立証した場合は除く。  

 

第 15 条 

未完の知的な著作物全てに係わる著作者のいかなる行為も、又は、５件を超える未完の

著作物に係わる著作者の行為は、絶対に無効とされる。  

 

セクション３ – 著作隣接権の所有者の保護に係わる分野 

 

第 16 条 

実演家又はその包括継承人は著作に係わる権利を享受することができ、この権利は譲渡

できず、処分もできないが、以下の事項は認められる。 

 

1. ライブであろうとレコードであろうと、実演をその名前で行う権利 

2. 歪曲、毀損、変更、又は、逸脱的な行為であって、その立場を損なうと思われるもの

を中止させる権利。 
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 本省は、本法律に規定された経済的権利の満期後に、実演を創作時の形態で実施できる

ように必要な保存措置を講じるために、そのような著作に係わる権利を執行する。 

 

第 17 条 

実演家は以下の経済的権利のみ享受できるものとする。 

1. 固定されていない実演を放送し、公衆に伝達する権利。 

2. 自らの実演を音声記録に固定する権利。 

3. 音声記録に固定されている自らの実演を複製する権利。 

 

そのようなライブの実演を、間接的又は直接的な営業収益のために、賃貸のために、伝

送のために、又は、公衆に利用可能とさせるために、任意の媒体の上に権利所有者の許可

なく記録することは、利用禁止事項に該当する。  

 

本条項の規定は、別段の合意がない限り、実演家が視聴覚的な著作物の実演を記録する

行為には適用されない。 

 

第 18 条 

レコード製作者には以下の経済的権利のみ認められる。 

1. 自らのレコードの権限のない任意の使用を禁止する権利。他の者による禁止される使

用には、コンピューターその他の手段を通じた実演の複製、貸与、放送、再放送又は

上演が含まれる。 

2. 自らの録音製品をコンピューターその他の手段を通じ、有線又は無線の方法により公

表する権利。 

 

第 19 条 

放送機関には以下の経済的権利のみ認められる。 

1. その記録及び放送番組を利用させるための使用許諾権 

2. その番組又は記録の公衆への権限のない一切の放送を禁止する権利。他の者が、いか

なる手段によるものであれ、これらの番組を記録又は複製すること、又は、放送機関

の資料を複製、貸与又は再放送すること、又は、これらを公衆に伝達することは禁じ

られている。  

 

セクション４ – 保護条件と著作物の使用権 

 

第 20 条 
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1. 本法律に規定された著作者の経済的権利は、著作者の生存期間を通して、また、その

死亡の翌暦年の初日から 50 年間保護される。 

2. 共同著作者の経済的権利は、著作者全員の生存期間を通して、また、その 後の生存

者の死亡の翌暦年の初日から 50 年間保護される。   

3. 応用美術の著作者を除いて、集合著作物の著作者の経済的権利は、著作者が法人であ

る場合、 初の公表の翌暦年の初日から 50 年間保護され、また、著作者が自然人であ

る場合、この期間は本条の（１）と（２）に規定された規則に従って計算される。そ

の著作者の死後初めて公表された著作物の経済的権利は、その 初の公表の翌暦年の

初日から 50 年後に満了する。 

4. 匿名又は筆名で公表された著作物の経済的権利は、著作者が特定され、判明したとき、

又は、自ら本名を知らせたとき、 初の公表の翌暦年の初日から 50 年間保護され、保

護期間は本条の第１項に規定された規則に従って計算される。  

5. 応用美術の著作者の経済的権利は、その 初の公表から 25 年で満了する。ただし、期

間の計算は翌歴年の初日から計算する。 

6. 保護の期限が 初の公表の日から計算される場合、 初の公表日は再公表があった場合

にも、起算日とする。ただし、著作者がその著作物に手直しの後で新たな著作物と見え

るような本質的な変更を加えた場合を除く。著作物がさまざまな期間を通して個別に公

表された多くの部分や一巻の書物等から構成される場合であっても、著作物は保護期間

の計算において、独立した著作物であるとみなされる。  

7. 実演家の経済的権利は、その実演が完了した翌暦年から起算して 50 年間保護され、実

演がレコードに記録された場合は、記録が行われた年の末から起算される。 

8. レコードの製作者の経済的権利は、レコードの公表が行われた翌年から起算して 50 歴

年間保護され、公表されなかった場合は、レコードに記録された年から起算される。   

9. 放送機関の権利は、関係する番組の 初の伝送が行われた年の翌年の始めから起算して

20 年間保護される。 

 

第 21 条 

何人も本法律の規定によって保護される任意の著作物の複製又は翻訳、あるいは、その

双方について強制利用権を認めるように本省に申請することができる。ただし、翻訳の使

用権の場合、著作物の公表日から３年後にのみ申請できるものとする。使用権の許可は、

利用の時期と場所を定め、また、著作者の正当な報酬を定めて、理由を付して発行される。

ただし、そのような使用権の許諾の趣旨は、著作者又は相続人の正当な利益に不当な損害

が生じるのを防止するために、又は、著作物の通常の利用を損なうことがないように、当

該利用権の許可に係わる実施規則又は本法律の規定、条件、及び、制限に従って、あらゆ

る種別又は水準の教育の必要性、また、公共の図書館と公文書館の必要性をもっぱら満た

すものである場合に限る。閣僚評議会は、決定によってこの場合に課される料金を定める。 
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第 22 条 

本法律に定められた著作に係わる権利を損なうことがない限り、自らの著作物の公表後

に著作者は、第三者が以下の行為のいずれかを実施することを禁じてはならない。 

1. 単に複製者の個人的かつ非営利の利用のために、又は、職業的であるが個人的な利用の

ために著作物の複製を１点作成すること。ただし、美術又は応用美術の著作物は、権利

所有者又は相続人の同意によって公共の場に置かれた場合を除き、この適用を除外され

る。建築の著作物も本条項の第７項に従って除外され、また、コンピュータープログラ

ムとアプリケーションは、本条項の第２項に述べられた場合を除いて、除外される。 

2. アプリケーション又はデータベースを抽出するための装置を所有する正当な占有者か

ら承認を得てコンピュータープログラムの複製を１点のみ作成すること。ただし、その

ような行為が、利用権許諾に係わる目的の範囲内で、あるいは、原版の喪失、損傷、又

は、利用不能な状態が生じたときに保持の目的、又は、代替目的の範囲内でなされる場

合に限る。当初の複製取得の権利が無効になったとき、コンピューターに格納されてい

る場合でも、予備の複製又は派生的な複製は直ちに破棄されねばならない。 

3. 出所及び著作者の名前が表記されている限り、訴訟手続き又は類似の手続きにおいて、

そのような手続きによって要求される範囲内で、保護されている著作物を利用するため

に複製すること。 

4. 以下の２つの場合において、直接的又は間接的な利益を求めない文書センター、又は、

公文書館や図書館、レーコードハウスの承認を得て、著作物の複製を１点だけ作成する

こと。  

a) 複製は原本の保存を目的とするものでなければならず、又は、紛失したとき、及び、

妥当な状態と比べて、破損して利用に耐えなくなったとき、又は、その代替品を入

手できないとき、交換を目的とするものでなければならない。 

b) 複製は、自然人が調査や研究のための利用を願い出たときに、その対応として行わ

れるものでなければならない。ただし、本法律の規定に従って利用権を取得するこ

とが不可能なときに、一時に又は断続的な期間について許可された場合に限る。  

 

5. 出所と著作者の名前が表示されている場合、批評、議論、又は、情報提供を目的とする、

著作物の短い段落の引用、抽出、又は、妥当な分析。  

6. 直接的又は間接的な報酬を得るためでなく、家族の集いにおける、又は、教育機関の学

生による著作物の実演。   

7. 美術、応用美術及び造形美術、又は、建築物の著作物を放送番組において提示すること。

ただし、そのような著作物は公共の場に永久的に展示されているものとする。  

8. 文化、宗教、教育目的で、又は、職業訓練の目的で、文字、音声の、又は、視聴覚的な

短い引用部を再生すること。ただし、複製はその目的に沿って妥当な制約を受けるもの
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とし、また、可能な場合、著作者の名前と著作物の表題が表示されものとし、複製を行

う機関は直接的又は間接的な利益を求めないものとし、また、複製の利用権は本法律の

規定に従って取得できなかった場合に限る。   

 

第 23 条 

本法律に定める著作に係わる権利を損なうことがない限り、以下に該当するような公表

のために、目的に従って正当とされる制限内で、新聞社、定期刊行物の発行者、放送機関

が行う複製を、著作者は禁じてはならない。 

1. 合法的な方法で公衆に利用可能とされた著作物の引用、これは継続中のイベントにおい

て音声又は映像の著作物の抜粋を伝送する場合、及び、他の任意の媒体によって公衆に

放送又は伝送する場合にも適用される。 

2. 公表時に禁止の通知が送達されていない場合に限り、特定の時点において世論の注目を

浴びている主題の論議に係わる公表された文書。   

 

本条項の第１段落及び第２段落に係わる全ての場合において、出所及び著作者の名前に

関する表記は必ず明示しなければならない。  

 

3. 議会又は法務協議会の公開の討議において、また、公の会議において講演や演説が公衆

に発せられている場合、また、時事ニュースの複製の制限内で複製される場合に限り、

そのような声明、講演、及び、演説。  

 

著作者又は相続人のみが、その名前のもとで、一巻の書物等の中にこのような著作物の

全てを収集する権利を有する。  

 

第 24 条 

 本法律に規定された著作者の経済的権利の制限は、著作隣接権の所有者にも適用される。 

 

セクション５ – 特定の著作物に係わる特別な規定 

 

第 25 条 

複数の者が、それぞれの分担が分離できない形態で１つの著作物の作成に参加した場合、

別途書面による合意があった場合を除き、参加者全員が等しく著作者であるとみなされる。

この場合、全員の間で書面による合意があった場合を除き、その誰もが一人で著作者とし

ての権利を行使することは許されない。一つの著作物に含まれる芸術の種別ごとに、全て

の著作者の寄与が明らかにされている場合、他の者による著作物の利用を損なうことがな
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い限り、別途書面による合意があった場合を除いて、それぞれが自己の寄与部分を利用す

る権利を有する。  

 

本法律によって保護される著作者の権利が侵害された場合、それぞれが苦情申立ての権

利を有する。 

 

相続人のいない寄与者の誰かが死亡したとき、その寄与分は、別途書面による合意があ

った場合を除いて、残りの寄与者、又は、その相続人に移転する。   

 

第 26 条 

集合著作物の創作を指揮した自然人又は法人は、別段の合意があった場合を除いて、著

作者の経済的権利及び著作に係わる権利を単独で行使することができる。  

 

第 27 条 

1. 視聴覚的著作物、音声の著作物、又は、映像の著作物の共同著作者には以下の者が該

当する。 

a) 脚本家 

b) 既存の文学的著作物を、適切な視聴覚的方法に従って修正する者。 

c) 対談者。 

d) 作曲が明確に著作物である場合、音楽の作曲家。 

e) 著作物の完成のために実際に監督を行っている場合、その監督者 

著作物が既存の著作物から派生したもの、又は、抽出されたものである場合、既存の著

作物の著作者は新たな著作物のパートナーとなる。  

2. 文学的又は音楽的な著作物を分担する著作者は、別途書面による合意があった場合を

除いて、共同著作物が公表された時とは異なる態様で、自己の分担を公表する権利を

有する。   

3. 音声的著作物又は視聴覚的著作物に複数の著作者が寄与しているとき、その一人が自

己の分担を完成させる前に中断したとき、その中断者が著作に参加したことで得られ

た権利を損なうことがない限り、残りのパートナーは中断者が分担した部分を利用す

ることは禁じられない。 

4. 契約合意に係わる音声の著作物又は視聴覚的著作物については、それが利用される全

期間を通して、制作者は、文学的又は音楽的な派生的著作物又は修正された著作物に

係わる著作者の権利を損なうことがない限り、当該著作物の著作者、及び、その相続

人に代わって、その利用のための交渉を行う。ただし、別途書面による合意があった

場合を除く。 
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制作者は、経済的な利用目的に課される制約内で、公表者に権利が付された著作物につ

いて、また、その複製について、そのような著作物の公表者とみなされる。 

 

第 28 条 

著作者の名前が付されていない著作物、又は、筆名で制作された著作物の公表者は、本

法律に規定された権利の遂行において、著作者を代理しているものとみなされる。ただし、

著作者が他の代理人を指名した場合、又は、自分の名前等を示し、疑いの余地なく本人で

あることを明らかにした場合は除く。   

 

第 29 条 

そのデザイン、図面、又は、設計図を違法に利用された著作者の建築に係わる権利を保

全するために、建物の押収、破壊、形状の変更、又は、没収が行われることはない。ただ

し、著作者は正当な補償金を必ず受けるものとする。  

 

セクション６ – 著作権と著作隣接権の集団管理 

 

第 30 条 

著作権及び著作隣接権の所有者は、その経済的権利を管理するために当該権利を業界の

協会に譲渡し、又は、そのような権利の実施を他の法人に許可することができる。 

 

そのような趣旨において、そのような協会又は法人との間で締結される契約は、民法上

の契約であるとされる。 

 

第 31 条 

本法律の第 30 条に係わる協会又は法人は、その管理下にある著作物を利用するために、

自分たちとの契約を申し出る者に対して、選択的取り扱いをすることは許されない。協会

又は法人が、利用者のために利用権の料金を値引きすることは、その決定の裏づけとなる

理由が存在する限り、以下の２例に該当するとき選択的な取り扱いとはみなされない。 

1. 公衆に対するライブ実演による、実演家による著作物の利用 

2. 直接的又は間接的な利益のためでない、教育的又は文化的な活動のための

著作物の利用 

 

第 32 条 

著作者としての権利及び著作隣接権を管理する協会又は法人は、毎年本省から利用権を

許可される前にはいかなる行為をなすことも許されない。本省は、施行規則の中に任意の

規則を定め、そのような協会と法人の役割を調整することができ、また、利用権の許諾と
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著作物の実施に係わる規則、制度、料金について必要な改訂を行うことができる。閣僚評

議会は利用権許諾の料金について決定を公布する。 

 

第 33 条 

著作者としての権利及び著作隣接権を管理する協会又は法人は、登録簿を整備し、その

中に会員の名前、肩書き、契約に係わる業務とその種別、契約期間、及び、契約に係わる

金額などを明記しなければならない。登録簿に変更が生じたとき、協会又は法人は必ず本

省に上記の事項を通知しなければならない。このような協会又は法人は、本省による行政

上の決定を遵守しなければならない。本省は、協会又は法人が本法律の規定を遵守しなか

ったとき、又は、行政上の決定を実行しなかったとき、当該利用権を取消すことができる。  

 

セクション７ – 予備的手続きと罰則 

 

第 34 条 

下級裁判所の裁判長は、著作者又はその相続人から申請があったとき、その対応措置と

して、著作者又はその相続人からの書面による許可を得ないで公表又は展示されている著

作物について、以下の命令を下すことができる。  

1. 当該著作物についての詳細な説明の作成。 

2. 著作物の公表、展示、又は、複製の停止。 

3. 著作物の原本の押収と複製の作成（書籍、絵画、素描、写真、レコード、放送

番組など）、及び、当該著作物の再公表又はその複製に利用された材料を押収

すること。ただし、そのような材料は当該著作物の再公表にのみ有用である場

合に限る。 

4. 音楽等を公開で実演していることの証明、著作物の口頭での公衆への伝達と実

施、その場合でまたその後も興行の継続の禁止。  

5. 全ての場合について、売上の押収に加えて必要であれば、指定された専門家に

よる、公表又は展示による収入の計算。   

6. 本法律の規定に従って、保護された権利侵害を記録すること。 

 

第一審の裁判長は、いかなる事案においても、専門家を任命して、執行吏を手助けさせ、

また、申請者に妥当な保証金を供託させることができる。 

 

申請者は、判決の送付後 15 日以内に管轄権を有する裁判所に控訴しなければならない。

控訴しなかった場合、判決は有効とされる。 

 

第 35 条 
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裁判所の裁判長から命令を受けた者は、その発行の翌日から 20 業務日の間に、その裁判

長に対して不服を申立てることができる。裁判所の裁判長は命令を維持することもできれ

ば、その一部又は全部について取消すこともでき、又は、本件に係わる著作物の再公表、

利用、展示、製造、又は、複製行為に対して監視人を任命し、また、原事案について判決

が下されるまで本件著作物から得られた収入を裁判所の会計に供託させることができる。 

 

第 36 条 

税関当局は、著作者、所有権者、又は、相続人の請願に応じて、熟慮の上決定を行い、

本法律に反する偽造品について 大 20 日間、通関手続きを中断させることができる。施行

規則の執行においては、通関停止の請願に関する条件、制限、及び、手続きを指定し、ま

た、提出すべき関係書類も明示し、また、請願人が供託すべき保証金の金額を指定すると

ともに請願の重大性を確認する。請願に対する決定は、適切に申立てが行われてから３業

務日以内に行い、決定が出され次第、請願者にはその旨を直ちに通知するものとする。   

 

関税当局は、いかなる事案においても、施行規則で定められた制限に従って、税関が通

関停止を解除しないと決定した物品を、関係者が実地検分するのを禁じてはならない。 

 

第 37 条 

他の法律に定められた一層重い罰則と抵触することがない限り、著作者、著作隣接権の

所有者、または、その相続人から書面による許可を得ずに、以下の行為のいずれかをなし

た者は、２ヶ月以上の拘禁刑、及び、１万 AED 以上かつ５万 AED 以下の罰金、又は、その

双方のうちいずれかの処罰を受ける。  

1. 本法律に定められた著作者又は著作隣接権の著作者としての権利又は経済的権利の侵

害。たとえば、本法律で保護が定められた任意の著作物、実演、レコード、放送番組を、

コンピューター、インターネット、情報ネットワーク又は通信ネットワーク、あるいは

他の手段によって公衆に利用可能とすること。  

2. 本法律の定めに従って保護される著作物、レコード、放送番組をいかなる方法であろう

と販売、賃貸、又は、流通させること。本条項に規定された罰則は、侵害に係わる著作

物、実演、番組、又は、記録の数に応じて加重される。再犯があった場合、６ヶ月以上

の拘禁刑、及び、５万 AED 以上の罰金を科す。 

 

 

第 38 条 

他の法律に定められた一層重い罰則と抵触することがない限り、以下の行為のいずれか

をなした者には、３ヶ月以上の拘禁刑、及び、５万 AED 以上かつ 50 万 AED 以下の罰金を科

す。 
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1. 著作者又は著作隣接権の所有者が当該権利の管理や運用のために、又は、複製に関す

る特定の品質基準を維持するために利用する技術に対抗して、詐欺行為を行うために

設計又は準備された任意の装置、道具、又は、器具を、権利を有することなく製造又

は輸入すること。 

2. 権利を有することなく、本法律に定められた権利の管理や運用のための技術的保護、

又は、電子的な情報の機能を滞らせ、効果を失わせること。  

3. 著作者及びその相続人である所有権者から利用権を得る前に、プログラム、アプリケ

ーション、又は、データベースの複製をコンピューターにローディング又は保存する

こと。  

 

再犯があった場合、９ヶ月以上の拘禁刑及び 20 万 AED 以上の罰金を科す。  

 

第 39 条 

第 37 条の規定が適用される場合を除き、著作者又はその相続人から事前に許可を得るこ

となく、コンピュータープログラム又はそのアプリケーションを利用する者には、プログ

ラム、アプリケーション、又は、データベース１件ごとに、１万 AED 以上かつ３万 AED 以

下の罰金を科す。 

 

再犯があった場合、３万 AED 以上の罰金を科す。  

 

犯行が法人、営利会社、又は、専門家グループの名において、又は、その取引のために

行われた場合、裁判所は３ヶ月以下の営業停止を命じることができる。  

 

第 40 条 

第 37 条、第 38 条、及び、第 39 条に定められた罰則と抵触することがない限り、裁判所

は偽造複製品、又は、そこから派生した複製品の没収を命じ、破棄し、また、犯行に利用

され、当該目的にのみ利用可能な装置及び器具の没収を命じ、また、偽造の犯行が行われ

た企業を６ヶ月以下の期間閉鎖することを命じる。 

 

有罪判決の要約は被告の費用負担で日刊紙１紙以上の媒体を通して公表される。 

 

第 41 条 

本法律に定められた罰則に抵触することがない限り、本法律に従って下された命令又は

法規に違反した者には、６ヶ月以下の拘禁刑及び罰金、又は、そのいずれかを科す。  

 

セクション８ – 一般規定及び 終規定 
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第 42 条 

相続人又は遺産受取人が存在しない場合、著作物について定められた経済的権利の保護

期間の満了後は、創作の形態を有する著作物の保護のために、著作について本法律で定め

られた権利を本省が行使する。 

 

第 43 条 

別段の合意があった場合を除いて、いかなる態様においても他人の写真をとった者は、

被写体となった者から書面による許可を得た場合を除き、その写真の原版、又は、複製を

展示、公表、又は、配信する権利をもたない。ただし、写真の公表が公の場での偶発的な

出来事として生じた場合、又は、著名な公人又は公的な立場の者に関する場合を除き、ま

た、公表は公益のために公的機関によって許可された場合を除く。もっとも、写真の展示

又は配布が被写体となった者の立場等に影響を及ぼさない場合に限る。  

 

別段の合意があった場合を除いて、写真に写っている者は、写真の撮影者が許可しなか

った場合ですら、その写真が新聞などの他の公の媒体で公表されるのを許可することがで

きる。 

 

第 44 条 

法律の間で抵触が生じた場合、相互主義の主義が適用されるとき、また、我が国に適用

される国際的な合意条項と抵触しないとき、外国人に係わる著作物、実演、レコード、放

送番組には本法律の規定が適用される。 

 

第 45 条 

司法相（Minister of Justice, Islamic Affairs and Waqfs）は情報文化相と協議の上、

本法律執行のために司法権を与えられた係官の任命について決定を公布する。   

 

第 46 条 

閣僚評議会は、本法律の条項で定められた手続きに課される料金について決定を公布す

る。 

 

第 47 条 

大臣は本法律の執行に必要な規則と決定を公布する。  

 

第 48 条 

1992 年の連邦法第 40 号、及び、本法律の条項と対立する他の任意の規定は無効とする。 
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第 49 条 

適用されている規則と決定については、本法律の条項と対立するものでない限り、新た

な規則と施行決定が公布され、執行されるまで効力を有する。 

 

第 50 条 

本法律は官報で公布され、その公表日から発効する。 

 

アブダビの大統領宮殿にて公布 

           Zayed Bin Sultan Al Nahyan 

                          UAE 大統領 

 

      

イスラム暦 1423 年ラビ・アル・ アハールの 20 日 

西暦 2002 年７月１日 
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附属資料 1.6 – (UAE) 

 

著作権及び著作隣接権に関する 2002 年連邦法第 7号に従った各種の省決定(仮約) 

著作物の登録に関する 2004 年省決定第 131 号 

情報文化相は、 

及び、法律に則って改正された省庁の任務及び大臣等の権限に関する 1972 年の連邦法第１

号に照らして、   

及び、著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号に照らして、 

及び、次官の助言に従って、 

 

以下の決定を行った。 

 

定義 

第１条 

本法律の条項の適用において、以下の用語は、文脈によって他の意味に用いられない限

り、それぞれについて後述された定義に従う。 

「国（The State）」：アラブ首長国連邦 

「省（The Ministry）」：情報文化省 

「大臣（The Minister）」：情報文化相 

「本庁（Office）」： 知的著作物庁  

「法律（Law）」：著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号 

「登録簿（Register）」：権利や追加的な措置なども含めて、著作物の詳細を記録した台         

帳 

 

第 2 条 

本庁において著作物の詳細を記録するために登録簿を設け、それに基づいて著作物の登

録証を取得できるものとする。 

 

第 3 条 

著作者、権利の所有者又は著作隣接権の所有者、又は、その相続人となる者は、本決定

に従って著作物の登録を申請することができる。 

 

第 4 条 

 

登録願書には以下の事項を記載する。 
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1. 著作物の標題、種別、言語、及び、内容。 

2. 出願者の名前、国籍、肩書き、住所、及び、委任状の謄本。 

3. 著作者の名前、該当する場合は筆名と屋号、国籍、住所、該当する場合は死亡日。 

4. 該当する場合、著作物を発注した組織の名称、及び、当該組織と著作者の関係を示す

書類。 

5. 公表者の名前、住所、 初の公表の日付と場所、及び、該当する場合は国際番号。  

6. 譲受人の名前、国籍、住所、譲渡の種別、期間、地域、譲渡に従って取得した経済的

権利の内容、及び、著作者及び権利所有者の譲渡に関する行為を証明する書類。 

 

登録の願書には以下の事項を添付しなければならない。 

1. 出願者、著作者、及び、譲受人のパスポート又は身分証明書の謄本。 

2. 著作物の性質によっては、20 Ｘ 20 センチの著作物の写し２通又は写真２通。 

 

第 5 条 

登録の願書には複数の著作物の記録を記載してはならない。また、著作物の性質にも配

慮しなければならない。 

 

第６条 

願書には出願日に応じてシリアル番号が付される。また、願書と合わせて添付資料とし

ての提出が表記された封入物がある場合には、その受領書も発行される。 

 

第７条 

本庁は願書を審査し、以下の事項を確認する。 

1. 著作物は既に登録されたものではないこと。 

2. 当該著作物は、本法律の第３条の定めにより保護を受けることのできない著作物に該

当しないこと。 

3. 当該著作物は民間伝承に含まれるものではないこと。たとえば、我が国の関連部局か

ら認可を得ることが必要とされる改変や大幅な変更が行われている場合も対象となる。 

4. 本決定の第４条の条件が満たされていること。 

5. 当該著作物は完成した形態であり、作成段階の草案ではないこと。 

 

第８条 

本庁はシステムが許す限り電子メールで願書を受領するものとし、また、電子的な記録

の保管のために追加的な要件を決定することができ、又は、著作物の受領と必要な料金の

支払後の事案に係わる手続きを決定することができる。  
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第 9 条 

本庁は出願者に対して、願書の受領に必要な条件が満たされたと認めるのに必須であると

判断した書面、又は、他の事項の提出を、書面によって要請することができる。 

 

第 10 条 

出願者が通知を受けた日から 60日以内に求められた事項及び書類を提出しなかった場合、

願書は拒絶されたものとみなされる。 

 

第 11 条 

本庁は、登録のために願書を審査するに際して、国内外の専門家の助言を仰ぐことがで

き、また、専門家が本庁に提供した意見は本庁による諮問の答申となる。 

 

第 12 条 

本法律に規定された条件が満たされなかった場合、又は、願書が本決定に係わる規定に

反していた場合、本庁は出願拒絶について熟慮の上決定を行い、出願者にその旨を通知す

る。 

 

第 13 条 

自己の願書について拒絶の決定を受けた者、又は、拒絶されたと判断した者は、その後

いつでも、拒絶決定の原因となった項目と書類を補正したうえで、本庁に新たな出願を行

うことができる。 

 

第 14 条 

登録が行われたこと、又は、著作物の登録証が発行されたことは、当該著作物の利用、

流通、又は、表示の認可が得られたことを意味すると解してはならない。出願者は、客観

的な観点から当該著作物が適格性を有することを確認するために、本省の関連部局に問い

合わせを行わなければならない。  

 

第 15 条 

利害関係者は誰でも、登録簿に記載された事項について実質的な誤りを訂正するように、

本庁に要請することができる。 

 

第 16 条 

登録簿に記載された内容は、 終的かつ執行力のある判決が下されるまで削除されるこ

とはなく、また、他の者に対して登録されることもない。 
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第 17 条 

本決定に反することがない限り、取り扱い業務に必要であるとの判断に従って、本庁は

登録の再整理に必要な変更を加えることができる。  

 

第 18 条 

本決定の条項に反する従来の規定は取消される。 

 

第 19 条 

この決定は官報で公表され、公表日から発効する。 

 

 

Abdulla Bin Zayed Al Nayan  

情報文化相 

1425 年２月１日発布 

西暦 2004 年３月 22 日 

 

 

著作物の輸入者と流通業者の登録に関する 2004 年省決定第 132 号 

 

情報文化相は、 

法律に則って改正された省庁の任務及び大臣等の権限に関する 1972 年の連邦法第１号に照

らして、 

及び、著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号に照らして、 

及び、次官の助言に従って、 

 

以下の決定を行った。 

 

定義 

第１条 

本法律の条項の適用において、以下の用語は、文脈によって他の意味に用いられない限

り、それぞれについて後述された定義に従う。 

「国（State）」：アラブ首長国連邦 

「省（Ministry）」：情報文化省 

「大臣（Minister）」：情報文化相 

「法律（Law）」：著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号 

「本庁（Office）」：知的著作物庁 
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「登録簿（Register）」：著作物の輸入者と流通業者の登録簿 

 

 

第 2 条 

輸入者及び流通業者の名前を記録し、また、我が国に著作物を輸入し、流通させる権利

を有することの証拠を記録するために、著作物の輸入者と流通業者の標題の下で登録簿を

本庁に設ける。さらに、登録簿に明記された手順に従って、輸入者と流通業者の活動の詳

細、及び、輸入者と流通業者に輸入と流通の許可を与えた機関名も記載する。 

  

第３条 

いかなる自然人又は法人も、本省の関係部局から認可を得て登録簿に記録されない限り、

輸入、流通、販売、賃貸、又は、貸し出しに係わる行為をなすことは許されない。 

 

第４条 

登録の願書は、輸入者又は流通業者によって、あるいは、その法定代理人によって指定

された書式で本庁に提出しなければならない。 

 

第５条  

登録簿には以下の項目と書類が含まれる。 

1. 登録出願者の名前、国籍、肩書き、居住地、住所、及び、署名の許可を受けた者の名前 

2. 登録が求められる自然人又は法人の名前、国籍、住所、及び、事業分野 

3. 願書に添付すべき書類。一年の間に一度だけ提出しなければならず、以下の事項の真正

かつ有効な謄本でなければならない。   

a) 本省の関係部局が発行する事業活動の認可証。 

b) 法人の本社が所在する首長国の Chamber of Commerce の証明書。 

c) 法人の営業拠点が存在する首長国の関連部局、経済開発に係わる部局、又は、自治

体の認可証。 

登録簿の中に含められる著作物の輸入及び流通の権利登録のための願書には、以下の書

類と項目を含めるものとする。 

1. 著作物の標題、種別、及び、利用言語 

2. 制作会社等の名称、住所、及び、制作場所 

3. 以下の事項をはじめとして、輸入と流通の許可に係わる法的な関係性を証明する書類 

a) 著作物の流通について合意された地域 

b) 著作物を経済的に利用できる期間 

c) 著作物を経済的に利用する方法 

d) 各書類が署名された日付と場所 
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e) 法定手続きを正式に実施して行われた書類の公式な認証 

f) 書類が外国語で記載されている場合、アラビア語への翻訳 

 

第６条 

本庁によって記号から成る識別番号を与えられた者は、輸入の権利及び流通の権利、又

は、その双方についての権利の登録を求める際には、必ずこの番号を表示しなければなら

ない。本決定の第５条に従って提出された報告書のそれぞれについて番号が与えられる。

関連する報告書に係わる著作物について、その輸入の権利及び流通の権利、又は、その双

方についての権利の登録を出願する際には、必ずその番号を引用しなければならない。 

 

第７条 

 輸入の権利及び流通の権利、又は、その双方についての権利の登録願書には、シリアル

番号が与えられ、また、以下の事項と合わせて受領書と共に出願者に通知される。  

1. 法人の記号から成る識別番号 

2. 報告書番号 

3. 日時 

4. 願書に添付された書類の詳細 

 

第８条 

本庁に不備のある願書又は書類が提出されたとき、本庁は当事者に対して必要とされる

項目、書面、及び、書類について通知を行うものとする。当事者は通知の日から 60 日以内

にそのような書類等を提出しなければならず、これに従わなかった場合、その願書は無効

とみなされる。本庁はこの 60 日の期間内は、当該願書の後から提出されたいかなる願書も

受理することは許されない。 

 

第９条 

本庁は、願書と添付書類の裏づけに必要と考える項目、書類、又は、説明を提出するよ

うに出願者に要請することができる。本庁は、提出された書類や項目が正確であるか否か

の調査を任意の省庁に依頼することができる。 

 

第 10 条 

本庁は願書が法律又は本決定の規定に反するとき、これを拒絶しなければならない。当

事者にはその旨が通知される。 

 

第 11 条 

願書が受理されたとき、認可された権利の種別、その有効期間、著作物の数、その標題、



154 
 

利用言語、利用地域を登録簿に記録する。 本庁は本省の関連部局に願書を提出した法人

等への権利付与の登録に関して通知を行う。出願者は願書の受理に係わる本庁の決定に関

して通知を受け、また、本省の関連部局に対して手続きを行い、客観的な立場からの審査

に合格しなければならないことを通知される。 

 

第 12 条 

登録簿に記録された著作物の輸入及び流通の認可証は、本省の関連部局から許可を得る

までは、営利目的の利用又は流通の権利、あるいは、配布する権利を与えるものとはなら

ない。 

 

第 13 条 

本省の関連部局は、熟慮の上決定を行い、著作物の配布に必要な認可を取消すことがで

きる。 

 

第 14 条 

登録簿への記録には、１つの著作物について複数の輸入者又は流通業者の名前を記載す

ることができる。ただし、出願者についてそのような記録を行うことが正当化される場合

に限る。 

 

第 15 条 

登録簿に名前が記録された者は、登録簿又は添付書類の記載に係わる全ての補正又は変

更について本庁に通知を行う必要があり、補正又は変更の日から 20 日以内に、当事者は書

簡によって通知を行わねばならない。本庁は必要な補正の全てを登録簿に記録する。 

 

第 16 条 

著作物の輸入又は流通の認可を受けた者は、その営業場所に以下の書類と認可証を保管

しなければならない。 

1. 著作物の輸入及び流通又は利用に係わる事業活動の実施について、本省の関係当局が

発行した認可証。 

2. 事業活動の実施について、首長国の自治体又は管轄当局が発行した認可証。 

3. 著作物の利用権の所有者全てが提出し、正式に認証された関係性の証明書であって、

当事者法人等に著作物の輸入、利用、及び、販売を認めるものであり、また、本庁に

そのような権利が登録されていることを示す書類。 

4. 本省の関連部局による著作物の配布のための認可 

 

当事者となる者は、要求があった場合、監査の権限を有する者にこのような書類を提出
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しなければならない。 

 

第 17 条 

本庁は登録簿を整備しなければならず、また、その業務の執行に妥当であると判断した

とき、その判断に従って必要な変更を行う権利を有する。 

 

第 18 条 

1. 著作者、所有権者、又は、権利を相続した者は誰でも、税関の管轄場所から知的な著

作物が搬出される前に、暫定的でない解放を求める願書を提出することができる。税

関当局は、正式に提出された日から３日以内に願書を精査し、その決定後直ちに出願

者に決定内容を通知しなければならない。 

2. 提出された書類の正確さに疑義が生じた場合、税関当局は暫定的な非解放の発令を選

択することができる。 

3. いずれの場合も、暫定的な非解放に関する税関当局の決定は、熟慮されたものでなけ

ればならず、また、20 日を超えて適用されてはならない。 

4. 出願者は、願書の内容に関する自己の権利を正式に証明する書類を、願書に添付しな

ければならない。税関当局は、本省との協力の上で、本決定で述べられた書類の正確

さについて確認を行わなければならない。 

5. 出願者は輸入品の価値の 25パーセントに相当する金額の支払命令書又は銀行保証を願

書に添付し、税関当局はその必要に応じて期限延長、又は、現金化の権利を有するも

のとする。ただし、出願者は、その願書の裏付けとなる証拠が存在しない場合を除い

て、そのような支払命令書を提出する義務はない。 

6. 管轄権を有する裁判所が税関の非解放の決定を取消した場合、あるいは、輸入者又は

輸出者が願書は正確ではないことを立証する公式書類を提出した場合、保証積立金は

払い戻されることはない。 

7. 税関当局は、出願者が望む場合、願書に係わる輸入品の検分時に立ち会うことを許さ

なければならない。ただし、立会いが許された者の名前と肩書きが記された許可証が

発行され、許可証は１回限り有効とする。 

 

第 19 条 

本決定の公布時に我が国で著作物の輸入及び流通に係わる業務を実施している者は、施

行日から６ヶ月以内に決定条項に従って自己の現状を是正しなければならない。  

 

第 20 条 

 本決定の条項に反する従来の規定は全て取消される。 
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第 21 条 

この決定は官報で公表され、公表日から発効する。  

 

 

Abdulla Bin Zayed Al Nayan  

情報文化相 

1425 年２月１日発布 

西暦 2004 年３月 22 日 

 

 

著作権と著作隣接権の合同管理に関する 2004 年省決定第 133 号 

 

情報文化相は、 

法律に則って改正された省庁の任務及び大臣等の権限に関する 1972 年の連邦法第１号に照

らして、   

及び、著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号に照らして、 

及び、次官の助言に従って、 

 

以下の決定を行った。 

 

第１条 

定義 

本法律の条項の適用において、以下の用語は、文脈によって他の意味に用いられない限

り、それぞれについて後述された定義に従う。 

「国（State）」：アラブ首長国連邦 

「省（Ministry）」：情報文化省 

「大臣（Minister）」：情報文化相 

「法律（Law）」：著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号 

「本庁（Office）」：知的著作物庁 

 

「合同管理の認可（License of collective management）」：本省が発行する、又は、他の

関連部局からの著作権及び著作隣接権に係わる義務の履行を専門とする協会等の設立許可 

 

第２条 

著作権及び著作隣接権の合同管理の実施を望む協会又は法人等は、その活動を始める前

に本省から認可を得なければならない。   
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第３条  

合同管理の認可を申請する協会又は法人等は、出願に先立って、本件について決定され

た条件に従って、我が国の関係部局から必要な承認を得なければならない。 

 

第４条 

共同管理の認可を得るには、以下の項目及び書類を提出しなければならない。 

1. 認可の申請者である協会の規則と定款の謄本 

2. 認可の申請者の責任ある管理者の学歴証明書と身分証明書の謄本 

3. 申請者の法人の全国労働力割り当てに関する明細 

4. 認可の申請者が海外に所在する法人によって認証された支店等である場合、認可の申

請者が共同管理に係わる分野で事業を行っていることを証明する、その母国で発行さ

れた認可証 

5. 該当する場合、申請者である法人と契約を締結した著作者及び著作隣接権の所有者の

正確な数 

6. 該当する場合、法人、著作者、及び、著作隣接権の所有者の間で交わされた合意書の

謄本 

 

第５条 

認可の発行を受けた法人は、以下の事項を遵守しなければならない。 

1. 関係者の名前、その肩書き、住所、明細、著作物、及び、契約に係わる業務、契約期

間、価額を含む必要な記録を作成すること。ただし、関係者がこのような記載事項に

関する変更を本省に通知している場合。 

2. 法人と経済的権利の行使者の間で締結され、集金の手数料に関する合意が規定されて

いる契約文書を保管すること。 

3. 契約当事者の権利を保護するために、行政的及び法律的な手続きを全て遵守すること。 

4. 少なくとも一年に一度は契約当事者の間で利益の配分書と決算書を作成すること。 

5. 契約当事者が望む場合、利益の配分方法と決算書の確認をいつでも許すこと。 

6. 権利の所有者に対して、法人等による著作物の利用と集金の額を説明するために定期

的な報告書を作成すること。  

7. 要求に応じて、本決定で述べられた項目及び書類を本省に提示すること。 

 

第６条 

認可の申請者は、認可に係わる条件を満たした後で、本省の関係部局に事業認可に係わ

る規定料金を支払わねばならない。認可は毎年規定料金が支払われた後で更新されるもの

とする。 
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第７条 

認可を受けた者が法律を遵守せず、又は、本省決定の実施に係わる規定を遵守しなった

とき、本省は発行した認可を無効とすることができる。 

 

第８条 

認可を受けた者は、合理的な理由がない限り、著作者としての権利又は著作隣接権の所

有者としての権利の管理を拒絶することは禁じられる。 

 

第９条 

この決定は官報で公表され、公表日から発効する。 

 

Abdulla Bin Zayed Al Nayan  

情報文化相 

1425 年２月１日発布 

西暦 2004 年３月 22 日 
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著作物の複製又は翻訳のための強制的利用権に関する 2004 年省決定第 134 号 

 

情報文化相は、 

法律に則って改正された省庁の任務及び大臣等の権限に関する 1972 年の連邦法第１号に照

らして、 

及び、著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号に照らして、 

及び、次官の助言に従って、 

 

以下の決定を行った。 

 

第１条 

定義 

本法律の条項の適用において、以下の用語は、文脈によって他の意味に用いられない限

り、それぞれについて後述された定義に従う。 

「国（State）」： アラブ首長国連邦 

「省（Ministry）」：情報文化省 

「大臣（Minister）」：情報文化相 

「法律（Law）」：著作権と著作隣接権に係わる 2002 年の連邦法第 7号 

「本庁（Office）」：知的著作物庁  

「利用許諾（License）」： 法律に基づいて付与される強制的利用許諾。 

 

 

第 2 条 

何人も本庁に願い出て、ここで定られた条件に従って、あらゆる種別又は水準の教育の

必要性、また、公共の図書館と公文書館の必要性をもっぱら満たすために、法律で保護さ

れている著作物の複製又は翻訳、あるいは、その双方のために、利用許諾を取得すること

ができる。  

 

第３条 

1. 複製又は翻訳の申請者は、著作者又は所有権者に対して著作物の複製又は翻訳を許可

するように、あるいは、複製又は翻訳された文書等を公表する許可を与えるように要

請したが拒絶されたこと、又は、著作物の著作者又は所有権者に連絡できなかったこ

との証拠を提示しなければならない。 

2. 利用許諾の申請者が著作物の著作者又は所有権者に連絡できなかった場合は、その名

前が著作物に記載されている発行者に連絡し、前段で述べられた手続きを取った証拠
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を提示しなければならない。 

 

第 4 条 

本決定の第３条と抵触することがない限り、複製又は翻訳のための利用許諾を得るには、

以下の条件を満たすことが必要とされる。 

1. 著作物の 初の公表日から５年間が経過しており、また、著作者又は所有権者によっ

て許諾された著作物の複製は我が国の市場で入手できず、又は、我が国での類似の著

作物に対する通常の価格と比較して利益の少ない価格において、教育、公共の図書館、

又は、公文書館の必要性を満たすことができないこと。ただし、以下の２つの場合は

例外とする。 

a. 数学、物理学、又は技術に関する主題が含まれている場合、当該期間は著作物の

初の公表日から３年間とすることができる。 

b. 著作物には、小説、詩、劇、音楽の作品及び美術書に係わる主題が含まれている

とき、 初の公表日から７年が経過することが条件とされる。 

2. 本条で述べられた５年と７年の２つの期間の経過後、又は、同じく３年が満了してか

ら６ヶ月の経過後であって、著作者又は所有権者に著作物の利用について連絡を行っ

た日から３ヶ月が過ぎていなければならない。 

 

第５条 

本決定の第３条の規定に抵触することがない限り、翻訳のために利用許諾を得るには、

以下の事項が満たされなければならない。 

1. 教育、公共の図書館、又は、公文書館の必要性を満たすのに、アラビア語、又は、我

が国で普及している言語への翻訳版がない状態が３年間続いていたこと、また、その

期間後も翻訳版が我が国で利用可能でないこと。 

2. 本条の第１段で述べられた３年の期間が満了した後で、著作物の利用のために著作者

又は所有権者に 初に連絡した日から６ヶ月が経過していること。翻訳のための利用

権者は、当該著作物に挿絵が含まれている場合、本決定の第４条の規定を遵守しなけ

ればならない。 

 

第６条 

 以下の２つの条件のうちいずれかに該当するとき、利用許諾は認められない。 

1. 著作者又は所有権者が経済的権利の行使のために著作物を流通させることをとりやめ

ている場合。 

2. 経済的権利を行使する著作者又は所有権者が、我が国での類似の著作物に対する通常

の価格と比較して、利益の少ない価格で、教育、公共の図書館、又は、公文書館の必

要性を満たすために、第４条の２及び第５条の２に規定された追加期間の間に、当該
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著作物を公表したとき。 

 

第７条 

 利用権者は以下の事項を遵守しなければならない。 

1. 複製版又は翻訳版に、原語でなされているように著作物の標題を記載すると供に、著

作者の名前を表示すること。 

2. 著作物の複製又は翻訳を完全に行うことで、複製版又は翻訳版が正確な複製となるよ

うにする。 

3. 我が国での公表のみ有効であるとの表示を複製版又は翻訳版に付し、その版が強制的

利用許諾に従って公表されたことを明記する。 

4. 教育、公共の図書館、又は、公文書館の必要性を満たすために、利用許諾を得ること。 

5. 著作物の利用のために正当な補償金を著作者又は所有権者に支払うこと。なお、補償

金は本件に係わる国際基準に従って、利用許諾決定の際に決定されねばならない。 

6. 利用許諾を得る前に、前段で述べられた補償金が、原著作物が公表された国に振替可

能であること、及び、著作者又は所有権者への送金が行われたことの証拠を提示する

こと。 

7. 利用許諾に係わる著作物を海外に輸出しないこと。 

 

第８条 

複製又は翻訳の利用許諾は、申請者名について発行されねばならず、第三者に譲渡され

てはならない。 

 

第９条  

著作者又は著作物の利用有権者が著作物を、複製又は翻訳であっても我が国での類似の

著作物に対する価格と同程度の価格で利用可能としたとき、複製又は翻訳のための利用許

諾の効力は終了する。 

 

利用許諾の対象となっている複製版又は翻訳版は、売り切れになるまで流通が許される

ものとする。 

 

第 10 条 

本庁は、著作者及び所有権者への連絡方法を知るために、著作権と著作隣接権分野の国

際的な組織に連絡を取り、正当な報酬を見積もり、又は、著作者又は所有権者への支払方

法を確認する。 

 

第 11 条 
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この決定は官報で公表され、公表日から発効する。  

 

Abdulla Bin Zayed Al Nayan  

情報文化相 

1425 年２月１日発布 

西暦 2004 年３月 22 日 
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