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第３章 知的財産権のエンフォースメント 

 

 

第１節 知的財産権侵害の概要 

 

 

GCC 及びイエメンの Brand Owners Protection Group（ブランド所有者保護グループ）は、

UAE において模倣行為が横行している度合いにする評価調査の委託を受けた。この調査は、

自動車、回転の速い消費財（FMCG）、化粧品及び医薬品という四つの産業分野を主眼とする

ものであった。調査の結果、模倣品の価値総額及びこれによる調査対象産業分野における

収入の損失額は、推定で６億 7,000 万～６億 9,600 万米ドルに達することが判明した

（http://www.gulfbpg.com/press_release/EIS%20Jan%2016%2008%20English.doc を参照）。

ドバイで模倣品を売っているところとしてはカラマ（Karama）地域、ドラゴンマー（Dragon 

Mart）が新聞では報道されている。 

 

 経済協力開発機構（OECD）は、その「模倣行為及び著作権侵害の経済的影響」に関する

世界レポートにおいて、（その自由な再輸出制度のために）模倣品の源泉国の一つとして、

UAE に度々言及している。OECD の報告書では、特に、「中国を原産国とする多くの模倣品は、

東南アジア及びさらに遠方にある地域を仕向先とする模倣品の重要な積み替え地である香

港を通過する。また、模倣品は、そこから、ドバイ（UAE）に向けて船積みされ、ドバイに

おいて、中東、北アフリカ及びヨーロッパの各地に向け、小ロットに積み替えるため、大

きな倉庫に保管される」と述べる（OECD の発行する「The Economic Impact of Counterfeiting 

and The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy」を参照。この報告書は、

www.oecd.org のオンラインブックスストアから入手できる）。 

 OECD によれば、権利者は、模倣業者が、以下に掲げる少なくとも三種類の違法行為を行

うために、フリートレードゾーン（FTZ）及び自由港（FP）を利用すると繰り返し主張して

きた。 

a) これらの業者は、当該区域に模倣品を輸入し、倉庫に保管し、その後、倉庫から

再輸出する。これらの業者は、この区域に商品を通すことで、積み荷及び書類を

「消毒」（注：出元の消去）し、原産地又は発送地点を隠ぺいできるようになる。

また、関係業者は、そうすることで、基本的には、知的財産権保護のためのエン

フォースメント行為の対象となることをほとんどないしはまったく心配すること

なく、そこに模倣品のための流通センターを確立することが可能になっている。 

b) これらの業者は、未完成品を輸入し、FTZ においてさらに加工している。その際、
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商品を完成模倣品として他の国々に輸出する前に、これに模倣商標を添付し、そ

して又はこれを再包装し、又はそのラベルを付け替えている。 

c) 後に、FTZ 模倣品を製造するために FTZ が利用されている。 

 UAE 政府は、模倣行為の横行を極めて深刻に受け止めており、その対策を講じている。 

 Business Software Association（BSA）によれば、UAE におけるソフトウェアの海賊版比

率は 38％にとどまり、中東地域で も低い国の一つに数えられる。また、UAE 政府及び経

済省が、海賊版防止対策に力を入れているため、UAE は、海賊版防止対策が効果を上げてい

る世界の上位 20 カ国に入る中東地域唯一の国である。UAE は、2000 年初めから、海賊版に

対する大規模な取り締まりを開始した。このキャンペーンにより、UAE は、中東地域におい

て海賊版比率の も低い国となった。調査結果は、政府の巧みな政策、効果的なエンフォ

ースメント及び教育などの対策により、GCC 地域における海賊版防止策が、 近、効果を上

げていることを示す。UAE の海賊版防止率は、湾岸地域 高である。 

 UAE 経済省は、各首長国における海賊版防止のための捜索を成功させるために関係当局と

協調しており、これが模倣業者の逮捕と不正な資料の押収につながった。 

 経済省及び警察などの関係当局は、著作権侵害への対策に意欲的である。経済省は、告

訴を受け、捜査官を派遣し、侵害の事実を確認し、侵害者に適切に対応し、次に、裁判所

において、その事件をフォローアップする。 

 経済省は、知的財産権犯罪への対策を主導している。経済省は、民間部門と協調し、そ

の知的財産権を保護している。経済省は、世界の商業ソフトウェア産業及びこれと提携す

るハードウエア会社を各国政府に対して、また国際市場において代弁する BSA、またマイク

ロソフトなどその会員企業との協力関係を強化し、レイドを成功に導いている。 

 UAE は、海賊版に対する複数のキャンペーンを展開し、何千もの、映画及び音楽の海賊版

ディスクを押収した。警察は、従業員の意識を高め、模倣品の取引を避けるよう、様々な

組織に呼びかけている。 

 

 

 

第２節 模倣行為 

 

 

1. 法的な通告 

 侵害製品を在庫に持つ／販売する商店には、そのような行為を中止するよう要求し、こ

れに従わなかった場合、法的措置を講ずる旨を警告する法的な通告が行われる。これらの

通告は、法律事務所を通して（ファクス及び書留郵便で）送る場合もあれば、その効果を

高めるために（少額の公的手数料を支払って）裁判所の強制執行官から送る場合もある。

法的な通告は、通常、英語とアラビア語の両方の言語で送る。 
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2. 法的通告のサンプル 

法的な通告 

請求人： 

被請求人： 

宛先： 

電話： 

ファクス： 

件名： ＿＿＿＿による商標侵害について 

 

 我々、法廷弁護士及び法律顧問は、＿＿＿＿を代理している。我々は、この書面を書留

郵便で御社に送付することにより、御社に対する法律手続きを進めるよう依頼人から指示

を受けた。 

 御社が、商標＿＿＿＿を付した〔品目〕を販売／提供／広告していることが、我々の依

頼人の知るところとなった。御社の選択した商標は、我々の依頼人の商標と同一であり、

公衆に混同を引き起こすおそれがある。これは、我々の依頼人のアラブ首長国連邦におけ

る商標に対する侵害である。 

 我々の依頼人の＿＿＿＿商標は、アラブ首長国連邦において、登録第＿＿＿＿号として

登録されており、1992 年 UAE 連邦商標法第 37 号（以下、「UAE 商標法」と記す）により保

護されている。 

 また、御社が、我々の 初の法的な通告を無視し、アラブ首長国連邦において、登録第

＿＿＿＿号として登録されている依頼人の商標と同一／混同を引き起こす程度に類似する

商標＿＿＿＿を付した〔品目〕を引き続き販売していることも、我々の依頼人の知るとこ

ろとなった。このような類似性も、我々の依頼人の商標権の侵害となる。 

 UAE 商標法の第 37 条は、次の内容を規定する。 

 以下の各項のいずれかの規定に該当する者には、拘禁刑及び 5,000 ディルハム以上の罰

金又はこの二つの罰のいずれかが科される。 

1. 公衆を誤認させるために登録商標を模倣又は模造する一切の者並びに模倣商標又

は模造商標を盗用する者。 

2. 別な者に帰属する登録商標を不正に使用する者。 

3. 別な者に帰属する登録商標を自らの製品に不正に添付する者。 

4. 模倣され、模造され、もしくは不正に添付された商標を付した製品を、故意に販

売もしくはその販売を申し出もしくは頒布し、あるいは、販売目的で保有する者。 

5. 模倣され、もしくは模造され、もしくは不正に使用されている商標の下で、故意

に役務を提供する者。 

 さらに、UAE 商標法の第 38 条では、公衆を欺くおそれのある標章並びに虚偽の、偽造さ
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れた、もしくは模倣された商号の表示が含まれる標章を使用する者に、１年以下の禁固刑

及び 5,000 ディルハム以上、１万ディルハム以下の罰金又はこの二つの罰のいずれかが科

されると規定する。 

 UAE 商標法の第 40 条は、「本法の第 37 条及び第 38 条に規定される行為の結果として損害

を被った者は、裁判管轄を有する民事法廷に当該損害の原因となった者を提訴し、自らが

被った損害に対する適切な額の賠償を請求することができる」と述べる。 

 我々は、御社が、模倣商標を使用し、我々の依頼人に損害を与えたことにより、行政処

分のみならず、UAE 商標法及び UAE 民法にもとづいた民事訴訟及び刑事訴訟の対象となる危

険にさらされていることを繰り返し強調する。 

 さらに、1993 年商取引法第 18 号の第 66 条は、「商人は、詐欺及び欺罔により、自らの商

品を処分してはならず、また、自らと競争する別な商人の利益を害するような虚偽の陳述

を表明又は公表してはならず、さもなければ、これに対する損害賠償責任を負う」と述べ

る。 

 従って、御社の製品は、我々の依頼人の製品と虚偽的かつ欺罔的に同一であるため、御

社は、我々の依頼人に対する UAE 商取引法にもとづいた不正競争を理由とする責任も問わ

れる。このような模造品は、御社の製品と、我々の依頼人との間になんらかの関係がある

かのごとく消費者に誤認させ、御社が我々の依頼人の営業権及び評判から利益を得させる

ものである。 

 以上の点を考慮し、我々は、御社が、この法的な通告を受けた日から７日以内に、以下

の対応を迅速かつただちに取るよう要求する。 

 1 - 我々の依頼人の商標又はこれに類似する商標を付した〔品目〕の販売、頒布、展示、

あるいはこれ（販売等）以外のいかなる方法による取引も中止すること。 

 2 - 我々の依頼人の商標又は我々の依頼人の商標に類似するどのような商標を付した＿

＿＿＿の展示、頒布、販売、あるいはどのような方法でも、取引を中止したことを明記し、

当該商標を付した商品を、未来のいかなる時点においても、販売、頒布、展示、その他の

いかなる方法でも取引しないことを約束する確約書を我々に提出すること。 

 3 - 御社の販売する＿＿＿＿及び＿＿＿＿を御社に供給した団体の名称、連絡先その他

のあらゆる情報を我々に提供すること。 

 御社が、以上の要求に従わなかった場合には、御社に対する、さらなる適切な法的措置

がとられることになる。 

 

敬具 

 

 

3. 注意喚起の公表 

 この通知は、通常、UAE の有力なアラビア語及び英語の新聞に掲載され、これには、模倣
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品を取り扱わないよう取引業者に警告し、真正品と模倣品とを識別する方法について公衆

に教育し、純正品の権利者が、行動を開始していることを消費者に伝える効果がある。 

 

4. 注意喚起案のサンプル 

 〔ロゴ〕 

注意喚起通知 

 アラブ首長国連邦で営業する〔社名〕が、＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿を含む（以上の製

品に限られない）様々な〔品目〕に関連して使われている商標及び商号＿＿＿＿の唯一の

所有者かつ権利者であることをここに通知する。 

 商標＿＿＿＿は、＿＿＿＿から有効なアラブ首長国連邦における登録商標第＿＿＿＿号

である。さらに、商標＿＿＿＿及び図案は、アラブ首長国連邦における登録商標第＿＿＿

＿号である。このため、上記所有者は、2002 年法律第８号により改正された 1992 年 UAE 商

標法第 37 号に従い、これらの商標に関係するあらゆる権利を主張し、UAE において有する

上記商標及び商号を模倣し、コピーし、模造し、販売し、頒布し、妨害し、さもなければ

他の方法でこれに係る自らの権利を侵害する一切の個人、会社、企業又は施設に対してあ

らゆる法的措置を講ずる。 

 模倣品には、次のような特徴がある。 

 ・ 値段が、正規販売店及び定評のある販売店で販売されている真正品の価格よりも著

しく安いこと。 

 ・ ＿＿＿＿の真正品には、商標＿＿＿＿の印がある／＿＿＿＿の真正品には、「＿＿＿

＿用」という印が付いていない。 

 ・ ＿＿＿＿真正の小売包装で販売されていない。 

 ・ 包装及びラベル表示の質が悪い。 

 〔社名〕の UAE における法律上の代理人は、 

 ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

であり、同社は、商標、ロゴ及び商号＿＿＿＿を保護するために必要なあらゆる法的対応

をとるよう代理人に指示した。 
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5. 一般的な警告のサンプル 

一般的警告 

商標 

（商標名） 

の唯一の所有者及び権利者である 

当社（社名） 

は、一部の企業が、当社の商標を汚す類似品を当社の許可なく、故意かつ不法に使用し、

頒布し、宣伝し、販売し、その販売を申し出ていることを認識するに至った。これは、当

社の商標権に対する侵害であるとみなされる。当社の商標は、アラブ首長国連邦において、

登録第＿＿号として登録されており、従って、2002 年法律第８号により改正された 1992 年

UAE 連邦商標法第 37 号の下で保護される。 

 当社の商標を不正に使用していることが判明した一切の者は、しかるべき法的責任を問

われ、当社の商標の権限のない使用を通じて当社に損害を与えたことにより、行政処分の

みならず、UAE 商標法及び UAE 民法にもとづいた民事訴訟及び刑事訴訟の対象とされる危険

にさらされる。 

 従って、当社は、この警告を受けた日から７日以内に、当社の商標を付したいかなる製

品を販売、頒布、展示あるいはこれ以外のいかなる方法でもその提供を申し出もしくはこ

れを取引することを迅速かつただちに中止するよう要求する。 

 当社は、購入した当社商標添製品を注意深く点検し、それが真正品であるかどうかを確

認するようすべての消費者に警告する必要があると感じている。また、当社商標の侵害、

模倣又は不正使用であるとみなし得る一切の表示又は説明につき、これを当社又は警察に

通報することを国民一般に呼びかける。 

 

6. 模倣行為に対する行政的措置 

 UAE のアブダビ、シャルジャ及びドバイの各首長国に限り、商標の模倣に対する行政的な

救済措置が利用できる。他の首長国では、まだ、このような措置を実行するための手段が

確立されていない。 

 ドバイにおいて、これらの強制的措置を実施しているのが、ドバイ経済開発局（以下、「経

済局」）である。 

 シャルジャにおいて、商標侵害に対する行政的措置を扱っている政府機関は、シャルジ

ャ市及び経済局である。 

 アブダビにおいて、商標侵害に対する行政的措置を扱っているのは、アブダビ経済局で

ある。 

 

7. 規制される行為 

 アブダビ経済局、ドバイ経済局、シャルジャ市及び経済局、そして経済省は、UAE 商標法
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に準拠して、商標侵害に対する行政的措置を講じている。 

 

8. 適用可能な救済措置と行政罰 

 商標法の下では、以下に該当する者が、商標侵害につき、法律上の責任を問われる。 

a) 公衆を誤認させるために登録商標を模倣又は模造する一切の者並びに模倣商標又

は模造商標を不正に使用する者。 

b) 別な者に帰属する登録商標を不正に使用する者。 

c) 別な者に帰属する登録商標を自らの製品に不正に添付する者。 

d) 模倣され、模造され、もしくは不正に添付された商標を付した製品を、故意に販

売もしくはその販売を申し出もしくは頒布し、あるいは、販売目的で保有する者。 

e) 模倣され、もしくは模造され、もしくは不正に使用されている商標の下で、故意

に役務を提供する者。 

 従って、アブダビ経済局、ドバイ経済局、そしてシャルジャ市及び経済局は、上記の類

型のいずれかに該当する不正行為を犯した任意の者に対し、行政的措置を講ずる。 

 このような不正行為に従事した場合に、アブダビ経済局、ドバイ経済局、そしてシャル

ジャ市及び経済局が加える処罰には、模倣品の押収及び没収、有責当事者に科される罰金、

また、場合により、これらの処罰後における、刑事訴追を行うための事件の検察官への送

致が含まれる。 

 

9. 手続きのフローと概要 

 行政的措置は、商標法により上記のように概略が規定される商標侵害につき、法律上責

任を有する任意の者に対し、侵害当事者の住所が、アブダビにある場合にはアブダビ経済

局、ドバイにある場合にはドバイ経済局、シャルジャにある場合にはシャルジャ市及び経

済局（以下、以上の政府機関を「関係当局」と総称する）に対し、書面により告訴するこ

とで開始される。告訴人は、告訴するとともに、下記のようなサンプル及び手数料を提出

しなければならない。 

 関係当局の職員は、告訴状の内容を検討し、サンプルを吟味する。職員が行政的措置を

講ずるのは、通常の場合、侵害標章が、正規の商標と同一又はほぼ同一の場合である。し

かしながら、侵害商品が類似品の場合、関係当局は、措置を講ずることに比較的慎重であ

り、これを拒絶する場合も多い。さらに、関係当局がこのような行政的措置を講ずるため

には、問題の商標が、UAE において登録されていなければならない。その商標が、他のいず

れかの国で登録されている、又は、商標が国際的に周知であるというだけでは不十分であ

る。 

 問題の商標が侵害されたことを関係当局が認定した場合、関係当局は、告訴された時か

ら２～３営業日以内に、侵害当事者に対する捜査を抜き打ちで行う。事情が急を要する場

合には、その時期を早める場合もある。複数の店又は倉庫を捜索する必要がある場合、関
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係当局は、どの侵害当事者にも事前に察知されることのないように、これらの店舗又は倉

庫を同時に捜索できるよう手配するために 善を尽くす。 

 関係当局の捜査官は、いかなる者も、捜索中に敷地内から在庫を一切持ち出すことのな

いよう命じたうえで、侵害商品の捜索に移る。次に、捜査官は、敷地内において発見され

た侵害商品を押収し、侵害商品の詳細な目録を作成し、いかなる者も、侵害商品を動かし、

あるいは処分することのないよう命ずる。次に、捜査官は、出頭命令を発して、押収した

侵害商品に関係する仕入れ書その他の関係書類とともに、翌営業日に関係当局に出頭する

ことを店の所有者又は管理者に要求する。 

 侵害当事者である所有者又は管理者が関係当局に出頭したとき、当局の職員は、侵害商

品の出所を決定し、押収した商品が、本当に模倣品であるかどうかを判断するために、出

頭した者に質問を行い、提出された書類を調べる。商取引不正行為法及び UAE の判例法の

いずれもが、取引業に従事する者であれば、自らの扱っている商品が模倣品であることを

知っていたか、又は、知っていてしかるべきであったという推定が働くと定めているため、

侵害当事者が、自分たちの扱っている商品が模倣品であるとは知らなかったと抗弁しても、

職員がこれを受け入れることはない。 

 関係当局の捜査が完了し、商標侵害につき、侵害当事者が有罪であると職員が判定する

と、関係当局は、通常は 5,000 ディルハム～１万ディルハム（およそ 1,370 米ドルから 2,740

米ドル）の罰金の支払いを侵害当事者に命ずる。この額は、犯罪の性質に応じて、増額す

ることができる。また、関係当局は、侵害当事者に対し、模倣品の取扱いをやめると約束

する確約書に強制的に署名させる。さらに、犯罪の性質に応じ、また、関係当局の裁量に

より、刑事訴追を行うために事件を検察官に送致する場合もある。 

 侵害当事者が、再犯者である場合、関係当局は、その営業免許を取り消し、そして又は

２万ディルハム（およそ 5,480 米ドル）までを限度として罰金を増額し、そして又はその

当事者をさらに刑事訴追することを検討する。 

 関係当局の捜査により、模倣品の出所又は当該商品を扱っている他の組織が判明した場

合、関係当局は、その捜索に移る。 

 

10. 提出書類・証拠及び料金 

 また、告訴人は、関係当局に対し、書面による告訴状とともに、侵害当事者から入手し

た模倣品のサンプルと当該模倣品を当該侵害当事者から購入したことを示す納品書を提出

しなければならない。また、告訴人は、関係当局が、模倣品のサンプルと真正品のサンプ

ルとを比べられるように、模倣品のサンプルとともに、これに対応する真正品のサンプル

も提出しなければならない。 

 後に、告訴状及びサンプルとともに公的手数料を納付しなければならない。ドバイ経

済局が徴収する公的手数料は、 初の５回の捜索につき、2,500 ディルハム（およそ 685 米

ドル）である。経済局による捜索の回数が、６回から 10 回までの場合の公的手数料は、3,500
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ディルハム（およそ 959 米ドル）である。シャルジャ市は、捜索回数にかかわらず、2,000

ディルハム（およそ 548 米ドル）の公的手数料を徴収する。 

 

11. 決定に対して不服の場合の手続き 

 告訴人が関係当局の決定に不服な場合でも、上述の当局内には、自らの決定に対する不

服の申し立てを受けるための特別に定められた上訴担当部門が存在しない。しかしながら、

決定について、その当局の法務官を含む関係当局と再度話し合いを行うことができる。従

って、当局が決定を下せば、その決定が終局的となる。しかしながら、この決定も、告訴

人が侵害当事者に対する刑事訴訟又は民事訴訟を提起することを妨げるものではない。 

 

12. 代理人の必要性 

 関係当局に告訴できるのは、製造者自身か、あるいはその者に承認された法律上の代理

人に限られる。製造者の公認の法律上の代理人として認められるのは、製造者の（代理す

る資格が UAE 経済省に登録されている）商業代理人に限られる。これ以外の者による場合

には、製造者の名で告訴状を出さなければならない。製造者又はその登録代理人が直接告

訴しても、この目的のために弁護士を任命してもよい。 

 

13. その他の留意点 

 UAE における登録商標が完全に模造されているような模倣品の場合であれば、関係当局の

行動は、迅速かつ能率的である。実際のところ、商標侵害の際に利用できる UAE の法的な

救済措置の中で、この種の強制的措置が、時間的にも、コスト的にも、 も効率的である。 

 従って、国際的企業が自社製品を他の首長国に輸出することを奨励し、また、模倣行為

を許さない環境を確保するために、いずれ他の首長国も、アブダビ、ドバイ及びシャルジ

ャにならい、このような行政的措置の適切なメカニズムを確立することが望まれる。 

 

14. 模倣行為にたいする刑事訴追 

 UAE において、刑事訴訟は、該当する首長国の警察又は検察官のいずれかに提起する。刑

事訴訟は、1992 年刑事訴訟法第 35 号により規律される。 

 

15. 地域管轄 

 知的財産侵害犯罪の際に選択される裁判地は、侵害が生じた首長国となる。 

 

16. 司法制度 

 UAE 司法制度の刑事部門は、第一審裁判所、控訴裁判所及び破棄院の三階級で構成である。 

商標侵害を理由として第一審裁判所に提起された刑事訴訟は、１名の裁判官により審理が

行われる。控訴審に提起された訴訟は、３名の裁判官により審理される。他方で、破棄院
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が刑事訴訟を審理する場合には、常に５名の裁判官の合議体により審理が行われる。 

 以下の表は、司法制度の各階級の裁判所が判決を下すまでの平均所要期間である。 

 

階級 期間 

第一審裁判所 ３～６カ月 

控訴裁判所 ３～６カ月 

破棄院 ３～６カ月 

 

17. 控訴提起の時間的制限 

 控訴人／上訴人が、第一審裁判所の判決を控訴裁判所に控訴する、もしくは、控訴裁判

所の判決を破棄院に上訴する場合には、下級裁判所の判決日から 15 日以内に行わなければ

ならない。 

 

18. 刑事罰となる行為 

 知的財産に関係する場合、改正 1992 年 UAE 連邦商標法第 37 号（「商標法」）、知的な著作

物及び著作権の保護に関する 2002 年 UAE 連邦法第７号（「著作権法」）及び 2002 年 UAE 連

邦特許意匠法第 17 号に対する一切の違反が刑事罰の対象となる。 

 UAE 商標法の第 37 条は、商標の模倣行為を原因とする刑事訴訟について次のように規定

する。 

  「以下の者は、拘禁刑及び 5,000 ディルハム以上の罰金又はそのいずれかにより罰せ

られる。 

1. 合法的に登録された商標を侵害し、もしくは、真正の商標又はこれに類似する商

標により識別される商品及び役務について公衆を混同させるような方法で商標を

模造する一切の者並びに模倣商標又は模造商標を故意に使用する一切の者。 

2. 別な者が登録もしくは所有する登録商標を自らの製品に悪意で使用する一切の者

又は当該商標を不法に使用する一切の者。 

3. 模倣された、模造された、もしくは不法な商標を付した製品を、故意に販売もし

くはその販売を申し出もしくは頒布し、あるいは、販売する意図を有する者。さ

らに、模倣された、模造された、もしくは不法に使用されている商標の下で、故

意に役務を提供し、もしくは提供することを申し出る者」。 

 さらに、UAE 商標法の第 38 条は、次のように規定する。 

 「以下の者は、１年以内の拘禁刑及び 5,000 ディルハムから１万ディルハムまでの罰金

又はそのいずれかにより罰せられる。 

1. 本法第３条の２、３、４、５、６、８、９、10、11、12、13 及び 14 項にもとづい

て合法的に登録できない商標を使用する一切の者。 

2. 当該商標が登録されているか、登録簿に掲載されていない製品に掲載されていると
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他の者に信じさせかねないような記載を自らの商標又は文書に不法に含める一切

の者」。 

 

19. 適用可能な刑事罰 

 上述のように、第 37 条も、第 38 条も、商標侵害にかかわる刑事事件において、拘禁刑

及び罰金の両方の刑罰を定めている。また、常習犯の場合、刑事法廷は、同法廷が決定し

た期間、侵害した商店を閉鎖するよう命ずることができる。 

 

20. 模倣品の差押 

 商標法に従って利用可能な法律的制裁として、禁固刑及び罰金に加え、侵害商品の押収

及び没収がある。 

 差押命令に関連して、商標の所有者は、刑事告訴を開始する８日前までの期間内であれ

ば、裁判所から、随時、必要な予防措置を講ずるよう命ずる命令を取得することができる。

これには、以下の措置が含まれる。 

a) いずれかの商標侵害を犯すために使うことが意図されていた、もしくは実際に使

われた物品及び器具について説明する詳細な在庫目録の作成。この目録には、国

内で製造されたか輸入された製品、施設の住所、パッケージ及び文書その他の標

章又は記載が模倣されている文書。 

b) 上記 a で述べた物品の押収。しかしながら、当該押収を行うためには、必要な場

合に被告に補償する目的に使用する、裁判所の決定する額の保証金を原告が提出

しなければならない。 

 当該商標の所有者が、上述の予防措置を認める裁判所の命令の発行日から８日以内に侵

害当事者に対する刑事訴訟又は民事訴訟を提起しなかった場合、講ぜられた当該予防措置

は、無効であるとみなされる。 

 

21. 模倣品の没収 

 また、裁判所は、任意の刑事訴訟において、押収した侵害商品又は判決後に押収する商

品の没収を命ずることもできる。刑事法廷は、その裁量により、模倣商標の破棄を命じ、

必要であれば、該当する模倣商標を付した商品、包装、器具、書類その他の物品の破棄並

びに問題の商標の模倣行為の実行に使われた器具及び物品の破棄を命ずることができる。

模倣された容器に米などの重要な食品が入っている場合、裁判所が、赤新月社などの慈善

団体に食品を寄付するよう命じた上で、容器の破棄を命ずることも珍しくない。 

 また、UAE 商標法は、商標侵害刑事訴訟の被告に対する救済措置も定めている。商標法の

第 42 条は、原告が、上述の期間内に被告に対する刑事訴訟又は民事訴訟を提起しなかった

場合、侵害商品の押収によって引き起こされた損害につき、原告に対する訴訟を提起する

ことを被告に認めている。また、被告は、裁判所が、自らに対して提起された訴訟の終局
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的判決が確定した後、このような訴訟を提起することもできる。このような場合、押収品

に関連して原告が提出した保証金は、被告が提起した訴訟において、裁判所の終局的判決

が確定するまで、又は、被告が訴訟を提起する所定の期限が経過するまで、原告に返金さ

れない。 

 ドバイ破棄院は、商標侵害刑事訴訟における刑罰に関係する重要な判決を下した。この

判決の内容は、以下のようにまとめることができる。 

a) この事件において、ドバイ破棄院は、裁判所が、控訴事件を審理するときに、こ

れを初めて審理するかのように、当該事件の判決を下すべきであると判示した。 

b) 検察官は、模倣品を取引していた２名の被告に対する刑事訴訟を提起した。第一

審裁判所は、被告が有罪であるとする判決を下し、各被告に対し、UAE 商標法に定

める罰金の 低金額よりも少ない 3,000 ディルハム（およそ 822 米ドル）の罰金

を科した。 

c) しかしながら、検察官は、第一審裁判所が判決した救済措置に商品の押収及び破

棄が含まれなかったことを理由として、事件を控訴裁判所に控訴した。控訴裁判

所は、検察官に同意し、模倣品を没収し、破棄するよう命じた。しかしながら、

検察官が、この控訴覚書において、被告にわずかな罰金しか科されなかった問題

について提起していなかったため、控訴裁判所は、この問題について取り上げな

かった。改正 1992 年 UAE 商標法第 37 号（「法」）により、このような犯罪に科さ

れている罰金の 低額は、5,000 ディルハム（およそ 1,370 米ドル）である。 

d) 控訴裁判所判決が破棄院に上訴された際、破棄院は、控訴裁判所に提出した覚書

において、検察官が、被告に科された罰金の額の変更を請求していないとしても、

控訴裁判所が、これを初めて審理するかのように事件を審理するべきであった以

上、当該変更を行うべきであったと述べた。破棄院は、控訴裁判所が、自らにな

された請求により制約されるべきではないと述べた。従って、破棄院は、被告に

科された罰金の額をそれぞれ法定の 5,000 ディルハム（およそ 1,370 米ドル）に

増額した。 

 

22. 手続きのフローと概要 

 商標侵害を理由とする刑事訴訟を提起する場合、告訴人は、警察又は検察官に告訴する。

検察官に告訴した場合、検察官は、刑事捜査手続きを開始できるように、事件を警察に移

送する。 

 警察は、告訴人の署名された調書を作成することから始める。告訴人に、自らの主張を

裏付ける証人がいる場合、警察は、各証人の署名された調書も作成する。警察は、被告を

発見し、逮捕するために、被告の連絡先と居所に関する情報を提供するよう告訴人に求め

る。次に、警察は、目下の問題の要約及び警察が必要だと判断した任意の勧告が含まれる

準備ファイルを作成する。このファイルは、次に、検察官に移送される。 
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 検察官は、ファイルを受け取った後、これを検討し、これに含まれるあらゆる証拠を評

価する。次に、検察官は、ファイルを警察に返送し、告訴を正式に処理するよう指示する。

そこで、告訴に番号が割り当てられる。また、検察官は、被告に対する逮捕状の発行を警

察に認める。 

 警察は、逮捕状を発行し、被告を追及する。警察は、被告が商品を処分するのを防ぐた

め、この時点で、また、当該逮捕状が発行される前の告訴がなされた時点で、侵害商品を

押収する。 

 警察が被告の居所を特定し、これを逮捕した場合、警察は、次に、ファイルを検察官に

返送する。この時点で、検察官は、被告を保釈するかどうかを決定する。検察官は、以下

のいずれかの場合に被告の保釈を認めることができる。 

a) 被告が、検察官の決定した額の銀行保証を警察に寄託した場合。 

b) 第三者が、検察官が保釈金として要求した額が存在し、当該第三者が経済的に健

全であることを証明する金融機関の証明書を被告のために警察に提出した場合。 

c) 被告が、自らのパスポートを警察に寄託した場合。 

d) 第三者が、被告のために自らのパスポートを警察に寄託した場合。 

 以上の保釈方法のどれを被告に認めるかを決定するのは、検察官である。 

 次に、検察官は、被告が刑事訴訟手続きのために裁判所に出廷する公判日の日程を決め

る。公判において、裁判所に出廷する当事者は、検察官及び被告のみである。しかしなが

ら、告訴人が、刑事訴訟とともに、被告に対する民事訴訟を提起した場合には、告訴人も

裁判所に出廷できる。刑事訴訟とともに、このような民事訴訟も提起された場合、裁判所

は、民事訴訟と刑事訴訟を併合し、両方の訴訟につき、一つの判決を下す。 

 裁判所は、判決を下す際に、ファイルに含まれるあらゆる文書及び証拠を吟味する。被

告が、自分の抗弁を支持する証人を尋問するよう請求しない限り、口頭による証言は許さ

れない。刑事法廷がこのような請求を認めるのは、告訴人側証人については、警察が作成

した調書を通じて既に供述を得ているのに対して、まだ、被告側証人の供述を得ていない

ためである。 

 

23. 判決の執行 

 刑事事件において、裁判所が判決を下すと、検察官が、判決の執行を担当する当局とな

る。被告が拘禁刑の宣告を受けた場合、これを検察官がフォローし、被告を投獄するため

に該当する刑務当局と連絡をとる。裁判所が、被告に罰金の支払いを命じた場合、罰金は、

検察庁に支払わなければならない。また、刑事法廷が、侵害商品の破棄を命じた場合、こ

れを監督するよう検察官に指示する。 

 

24. 提出書類・証拠及び料金 

 商標侵害を理由とする刑事訴訟を提起するためには、以下の書類を提出する必要がある。 
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a) 告訴人が、自分に代わって告訴してもらうために弁護士を任命した場合には、委

任状。 

b) 侵害の対象となった商標の UAE 商標登録証明書。 

c) 告訴の内容を裏付ける資料／サンプル。 

 告訴人が、被告に対する刑事訴訟に、民事訴訟を併合した場合には、弁護士が告訴人を

代理して出廷することを許可する委任状を第一審裁判所と破棄院に提出する必要がある。

しかしながら、控訴裁判所については、第一審裁判所から控訴裁判所に委任状が送られる

ため、委任状を提出する必要はない。 

 破棄院が、委任状の写しを提出するよう要求するのは、破棄院に出廷する弁護士に特別

な免許要件が存在するためである。すなわち、UAE では、破棄院に出廷する資格がすべての

弁護士にあるわけではない。従って、控訴人を代理して出廷する弁護士がそうするための

適切な免許を取得しているかどうかを確認するために、委任状の提出を求める必要がある。

さらに、告訴人が企業の場合、破棄院は、委任状に、その企業を代理してこれに署名する

ことを署名者に許可する委任状又は許可証を添付するよう要求する。 

 さらに、UAE では、裁判所公証人が委任状を認証しなければならない。しかしながら、委

任状の正当な署名者が、UAE 国内におらず、委任状が別な国で署名されている場合には、海

外において認証し、その国の UAE 大使館又は領事館の認証を受けなければならない。この

手続きが完了した後、認証され、法律上正当なものと認められた委任状につき、UAE 国内の

外務省の押印を取得し、その後、これをアラビア語で法律的に翻訳しなければならない。

裁判所が委任状を受理するのは、以上の手続きがすべて完了している場合である。 

 裏付け資料は、必ずしも、刑事告訴を行った時点で提出する必要はない。しかしながら、

警察がファイルを検察官に送致するまでには提出しなければならない。提出するあらゆる

資料が、アラビア語でなければならない。別な言語の資料を提出する場合には、警察に提

出する前に、その資料をアラビア語で法律的に翻訳しなければならない。 

 警察又は検察官に刑事告訴する場合には、公的手数料を支払う必要がない。 

 

25. 代理人の必要性と要求事項 

 告訴人は、弁護士を通じて告訴する必要はない。しかしながら、告訴人がそうしたい場

合には、自分を代理して告訴する弁護士を任命することができる。弁護士は、告訴人を代

理して告訴することを許可し、認証され（、委任状が UAE 国外で作成された場合には、法

律上正当なものと認められ）た委任状を告訴人から取得しなければならず、告訴時に警察

又は検察官に提出しなければならない。 

 しかしながら、刑事訴訟に民事訴訟が併合されない限り、刑事訴訟手続き中に弁護士が

出廷することはない。二つの訴訟が併合され、破棄院に上訴した場合、弁護士の立場を裏

付ける委任状を関係当局に提出しなければならない。この弁護士は、破棄院に出廷するた

めの特別な免許要件に従い、そのための免許を得ていなければならない。 
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26. その他の留意点 

 UAE、特にドバイ首長国では、商標侵害に対する数多くの刑事訴訟において原告が勝訴し

ている。商標侵害に対する刑事訴訟では、商標の所有者が正式に告訴しなくても、匿名の

通報のみにもとづいて、警察が行動を起こす例もある。 

 いくつかの技術的側面について説明するため、以下に、過去の具体例を挙げる。 初の

事例は、次のとおりである。 

a) ドバイ警察が、模倣タバコの販売を企てている複数の個人に関する匿名の通報を

受けた。これに対応し、２名の警察官が私服で派遣され、250 カートン、22 万デ

ィルハム（およそ６万 274 米ドル）相当の当該タバコを購入することとなった。

警察は、警察官が商品を受け取ると、これに関与していた取引業者を逮捕した。 

b) 警察は、模倣タバコを運んでいたトラックの運転手から、その商品が、一つは Al 

Quoz、もう一つはシャルジャにある二つの倉庫から供給されていることを知った。

実は、これに関与していた男性１名は、偽タバコをトラックに積んでいたときに

逮捕されている。シャルジャ警察が、この男の逮捕に協力した。 

c) さらに捜査を進めた結果、警察は、これに関与するさらに２名の容疑者を発見し、

逮捕した。彼らは、問題のタバコが模倣品であることを知っていた事実を認めた。 

d) 逮捕された４名は、すべて保釈された。警察は、さらに多くの共犯者の捜索を続

けた。その後で、検察庁は、関係者全員に対する刑事訴訟を提起した。 

 刑事事件については、他にも事例があり、その事実関係を以下に述べる。 

a) ドバイ警察庁が商標侵害を理由に３名の個人に対する刑事訴訟を提起し、刑事訴

訟が始まった。被告に対する判決が下り、禁固刑が命ぜられた。そこで、被告が、

その判決をドバイ破棄院に上訴した。 

b) 商業目的により、公衆の混同を引き起こすような方法でタバコ Peter を提供して

いたことを理由に５名の被告に対して、また、タバコ Peter の真正品のパッケー

ジに対応するタバコのパッケージを UAE 法に違反するような方法で印刷したこと、

タバコ Peter のために印刷物を印刷し、この５名の被告と共謀し、その犯行をほ

う助したことを理由に６名の被告に対して、検察官が、刑事訴訟を提起した。ま

た、検察官は、被告が模倣マルボロタバコを取引し、これに商標 Marlboro を添付

していたことを理由に、これに対する訴訟も提起した。 

c) 第一審裁判所は、起訴された犯行につき被告有罪の判決を下し、被告に２年間の

拘禁とその後の UAE 国外への追放の刑を宣告し、３万ディルハムの罰金を科した。

また、裁判所は、被告が模倣活動に使っていた機械、器具その他の資材の押収及

び破棄も命じた。 後に、裁判所は、被告の費用負担により、本件判決を日刊新

聞１紙に公告するよう命じた。次に、裁判所は、この事件の民事訴訟をドバイ第

一審裁判所に移送した。 
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d) そこで、被告は、上記裁判所判決を控訴裁判所に控訴した。控訴裁判所は、被告

の刑期を１年間に減刑した。そこで、被告は、控訴判決を、破棄院に上訴した。 

e) 被告は、上訴する際に、罪を犯していることに気づかず、犯罪的意図が一切なか

ったと論じた。破棄院は、この論点に対し、該当する工場の管理者として、被告

には、タバコの模倣生産及び販売に関する知識があったと述べた。また、裁判所

は、「アメリカ製」と記載されたステッカーを印刷し、Jebel Ali で生産されてい

た模倣製品に貼付した被告の行為には、消費者を欺く意図があったと述べた。さ

らに、裁判所は、商標を模倣し、添付する犯罪における意図には、模倣行為であ

ることの認識が必要であると付け加えた。裁判所は、証人の証言を含む様々な形

の証拠にもとづき、模倣品を販売するために提供する意図があったかどうかを確

定することができる。 

f) また、被告は、自分たちの添付した商標が UAE において登録されていないため、

罪を犯していないと主張した。裁判所は、UAE が署名しているパリ条約に従い、登

録されているかどうかにかかわらず、商標が保護されると述べた。パリ条約によ

れば、特に、商標が著名標章の場合、商標が、原産国で登録されていれば、他の

加盟国においてもその商標を保護する十分な根拠となる。 

g) 後に、被告の１名は、製造元 Marlboro の許可を得ている旨、会社の所有者から

聞いたため、自分の活動が合法的であると信じていたと主張した。裁判所は、実

際に罪を犯している者との関係が直接的なものであれ、間接的のものであれ、罪

を犯すために他の者と共謀した行為があれば、共謀が十分に成立すると述べ、こ

の主張を退けた。 

h) 従って、破棄院は、被告に対する控訴院判決を支持した。 

 

27. 民事訴訟 

 大手小売店に対しては、行政的手続き及び刑事訴訟の後に、又はこれと同時に、民事法

廷に民事訴訟を提起できる。民事訴訟を提起する前に、侵害製品の差押命令を裁判所から

取得する方法もある。また、行政当局又は警察その他の当局による差押の後に、民事訴訟

を進めることも可能である。また、自社商標を防衛するために、適切な額の損害賠償を請

求し、また、これ以外の適切な救済措置を申し立てることもできる。しかしながら、この

ような場合に損害賠償が認定されることはまれである点に注意する必要がある。裁判所手

数料は、請求の際に支払い、その額は、損害賠償請求額に応じて決まり、損害賠償請求が

行われなかった場合には、裁判所が査定する。民事法廷において民事訴訟が確定するまで

には、６カ月から２年かかる。 

 さらに、民事訴訟を刑事訴訟に併合することができる点に留意したい。弁護士が、権利

者の法廷代理人を務めるうえでは、刑事事件を裏付ける覚書を提出し、商標に対する侵害

行為を中止し、今後も行わないよう侵害当事者に求める命令を申し立て、判決を新聞に広
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告することが可能になるため、刑事訴訟を提起し、民事訴訟と併合した方が効果的である。 

 UAE には、知的財産に関する特別な裁判所が存在しないものの、知的財産訴訟の件数が増

え、裁判官の訓練も定期的に行われているため、知的財産法に関する理解が深まっている。

UAE の裁判所に民事訴訟を効果的に提起するためには、以下の文書／情報が必要である。 

a) 商標の所有者から取得し、UAE の領事館により適切に認証された委任状。 

b) 当該製品を指定商品とする有効な UAE 商標登録証の写し、又は、標章の、UAE 領事

館が適切に認証した国際登録証の写しとともに、UAE にも及ぶような世界的知名度

に関する証拠。 

c) 真正品並びに模倣品のサンプル。 

d) 模倣品の領収書。 

e) 侵害者の身元及び模倣品の置かれている場所。 

f) 標章が UAE で使われている証拠（があれば）。 

g) 商標の宣伝広告資料（があれば、そ）の写し。 

h) 損害賠償を請求する場合には、商標の所有者が被った実際の損害額を立証するた

めの証拠。 

i) 裁判官の裁量により決定される保証金額（差押命令の場合のみ）。 

 民事訴訟により、次の救済手段を利用できる。 

a) 仮差押命令（仮差押命令の発行から 15 日以内に本訴訟を提起しなければならない）。 

b) 商品が模倣品であることを宣言する差押命令。 

c) 鑑定を行う専門家の任命。 

d) 訴訟費用及び損害賠償の請求。 

 

28. 第三者との契約関係を管理するための予防措置 

 UAE には、代理及び販売権に関する独自の法律があり、これは、UAE 国民又は UAE 国民が

100％所有する団体のみが、国内代理人として行為できると明確に定めている。さらに、法

律に従い、代理契約の登録が義務づけられている。契約に期間の定めがある場合でも、重

大な契約違反が存在しない限り、代理関係を終了させることはできない。 

 さらに、法律では、使用権設定契約及び商標の譲渡の登録を義務付けており、登録しな

かった場合には、使用許諾又は譲渡に関係する権利を第三者に主張できない。従って、第

三者と契約関係に入るときには、国内弁護士の支援を得ることが不可欠である。 

 

29. 戦略 

 その事件固有の事情に合わせた戦略を考えるべきであるものの、特に以下の一般原則を

念頭に置く必要がある。 

a) 国内市場を監視するための市場監視計画を立案すべきである。この計画に従い、

小売店及び卸売店、展示会、インターネット情報及び商標の公告内容を監視すべ
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きである。 

b) 新規登録を監視するために、指定分類につき、商標の調査を毎年行うべきである。 

c) 法的な通告を行う必要がある。 

d) 一般消費者の意識を高め、商標が常時監視されていることを示すため、広く購読

されている英語及びアラビア語の新聞において、注意喚起を定期的に公表するべ

きである。 

e) 模倣品と真真正品との違いに対する行政当局の認識を高めるための訓練プログラ

ムを毎年実施すべきである。 

f) 相当量の模倣品が出回っている場合には、行政的措置を開始すべきであり、抵触

する商標に対する異議申し立てを行うべきである。この点に関連して、行政的措

置のなんらかの遅れにより、模倣品を押収できないおそれがある場合には、模倣

品の仮差押命令を第一審裁判所に請求し、取得するべきである。また、侵害当事

者が、大手の卸売業者／輸入業者である場合には、刑事訴訟を提起することも望

ましい。 

 

30. 民事訴訟の事例 

 UAE には、特別な裁判所がないため、商標侵害民事事件で争うためには、多大な労力と専

門的知識が必要となる。以下の内容は、UAE 裁判所が混同のおそれの基準について論じた商

標侵害民事訴訟に関する説明である。 

a) 原告は、UAE において登録された指定商品に関する商標を所有するハイテク企業で

ある。被告は、原告の商標を付した商品を販売しようとしたことで告訴された人々

の集団である。 

b) 検察側が、UAE 商標法の定める罰則の適用を求め、起訴請求を行ったことに加え、

原告は、損害賠償として、暫定的に 1万 1,000 ディルハム（およそ 3,014 米ドル）

の額を連帯して支払うよう被告に命ずることを請求する弁論を行った。さらに、

原告は、被告の費用負担による侵害商品の押収及び破棄、そして訴訟費用の支払

いも請求した。第一審裁判所は、被告に対する訴訟提起を退け、請求を棄却した。

原告は控訴し、控訴裁判所も控訴を棄却し、第一審裁判所の決定を支持し、被告

の訴訟費用を支払うことを原告に命じた。そこで、原告が上訴した。 

c) 上訴人（原告）は、破棄院において、(i) 控訴裁判所が、法律を適用しなかった

ため、控訴裁判所判決には、明白な誤りがあり、(ii) その判決には理由がなく、

提出されている証拠と一致していないと主張した。上訴人は、上訴人の商品と被

上訴人の商品との技術的比較を行った司法鑑定書が、二つの商品の一般的外観及

びデザインに違いがあると認定し、これを理由に民事請求を却下したのは誤りで

あると主張した。さらに、上訴人は、商標法第 37 条により、「（前略）真正の商標

又はこれに類似する商標により識別される商品及び役務について公衆を混同させ
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るような方法で商標を模造する一切の者並びに模倣商標又は模造商標を故意に使

用する一切の者」の行為が処罰されると主張した。 

d) 従って、裁判所の判決では、取引における被上訴人の専門的知識に照らして、自

分たちの保有する商品が模倣品であることを被上訴人（被告）が知っているべき

であったことが考慮されていなかったと考えられる。さらに、裁判所は、控訴裁

判所が押収した商品のサンプルも吟味しなかった。 

e) さらに、押収した商品に商標が一切表示されていなかったと述べた後、押収され

た商品に上訴人の商号が表示されていたと結論付けている点において、判決に矛

盾があった。従って、商標の分野と商号の分野とで、これを規律するルールが異

なるとしても、下級裁判所が、商標を商号とを混同したことは明らかであろう。 

f) さらに、裁判所は、上訴人の主張に対し、詳細に、もしくは十分な理由をもって

答えず、第一審判決を支持した理由を述べていない。そこで、破棄院は、控訴裁

判所が、事件のあらゆる側面（すなわち、証拠及び弁論）を検討せず、控訴裁判

所判決が明らかに誤っているとする判断を下した。 

g) 破棄院は、商標侵害犯罪の本質が、類似する二つの標章をめぐる公衆の混同を引

き起こすことであると強調した。破棄院は、模造行為について検討する場合、裁

判所が、二つの標章間の違いよりも、類似性に着目しなければならないと強調し

た。商標侵害について検討する場合、公衆の混同を引き起こすおそれが重要なポ

イントになる。さらに、裁判所は、標章を構成する要素ではなく、商標を全体的

かつ総合的に検討しなければならないという。さらに、破棄院は、裁判所の結論

を裏付ける理由がある限りにおいて、混同を生ずる類似性とは、裁判所の判断す

べき主観的問題であり、それ以上の検討が必要とされないことを確認した。 

h) 従って、破棄院は、法の不正確な適用を理由として控訴裁判所判決に誤りがある

と判決し、この問題について、徹底して吟味させるために、これを控訴裁判所に

差し戻した。 

 

31. 代替的紛争解決（ADR） 

 模倣業者と商標の所有者との間には、一切の紛争につき、これをいかなる仲裁人にも付

託する趣旨の事前の合意が存在しないため、商標侵害事件又は模倣行為事件に仲裁手続き

が適用されることは極めてまれである。しかしながら、自分たちの紛争を調停により解決

することで両当事者が合意した場合には、調停を行うことが可能な場合もある。一般論と

して、模倣行為侵害が、代替的紛争解決手続きにより和解することはほとんどない。 

 

32. 模倣品の不正取引に対する水際対策 

 グローバル化し、国際化している今日の世界において、フリートレードゾーン（FTZ）及

び自由港（FP）は、国内経済を刺激する目的で国際貿易及び国際投資を誘致するための制
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度として国際的に認められている。UAE は、この積極的なアプローチのおかげで、商品の自

由な移動によって経済を発展させた国の主要事例となっている。しかしながら、今日では、

知的財産権保護との関係において、UAE（特にドバイ）を通る商品の自由な移動と、世界的

な模倣活動の規模との関係が、 も重要な争点の一つになりつつある。 

 FTZ を通過する商品は、「積み替え品」と呼ばれるのに対し、FP を通過する商品は「通過

品」と呼ばれる。 

 これと同時に、関係者は、積み替え品及び通過品に関する税関手続きが、商品の真実の

原産国を隠蔽し、もしくは、積み替え品又は通過品に対する水際措置が弱いことが分かっ

ている関税地域内に商品を入れるために使われる危険性があるため、積み替え品及び通過

品が模倣行為及び著作権侵害の危険性を高めているとする主張を繰り返してきた。 

 UAE は、ペルシャ湾の入り口付近、アラビア半島南東部の縁に沿って、ほぼポルトガルに

相当する面積を占める。UAE は、オマーン及びサウジアラビアと国境を接し、次に近い隣国

であるイランとペルシャ湾をはさんで隣接する。UAE は、アブダビ、ドバイ、シャルジャ、

フジャイラ、ラスアルハイマ、アジュマーン及びウンムアルカイワインの７首長国の連邦

である。 

 

33. 自由港 

 同国の戦略的位置を考慮すると、UAE に、十分に整備され、その多くが、拡大する貿易ニ

ーズに対応するために拡張された多様な自由港が存在することも意外なことではない。本

原稿にとって重要な港は、ドバイとシャルジャにある。 

 ドバイ首長国にある Jebel Ali 港は、同国 大の港であり、世界 大の人工港である。

この港のコンテナ取扱量は、1993 年のわずか 160 万個から、2004 年には 515 万個に増えた。

Jebel Ali 港において進んでいる拡張計画により、2020 年には、この港において年間 2,180

万個のコンテナを扱えるようになる。 

 シャルジャ首長国にある Khalid 港は、多様なトン数の貨物を扱っている。シャルジャは、

Hamriyah 港にコンテナターミナルを建設しており、このターミナルは、コンテナ化されて

いないコンテナ混載貨物船、液化石油ガス運搬船及び石油化学製品運搬船を扱う。シャル

ジャの東岸専用コンテナターミナルである Khor Fakkan コンテナターミナル（KCT）は、こ

の地域唯一の天然の深水港であり、主要東西航路に近く、ホルムズ海峡の外にあるため、

UAE における 高のコンテナ積み替えハブ港であるとされる。 

 同様に、アジュマーン、ウンムアルカイワイン、フジャイラ、ラスアルハイマ及びアブ

ダビにも、UAE を通過する大量の貨物を扱う港がある。 

 

34. フリーゾーン 

 これらの港に加え、ドバイ首長国にある有力なフリーゾーンを簡単に紹介する必要があ

る。これらのフリーゾーンにある流通インフラにより、これらのフリーゾーンには、中東
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地域のみならず、世界全体の製造業、積み替え、保管及び流通ハブとして、大きな魅力が

ある。 

 同国に設置された多数のフリーゾーンは、同国の輸出量及び再輸出量を大幅に拡大した。

UAE は、（香港及びシンガポールに次ぐ）世界で三番目に重要な再輸出センターに成長し、

再輸出貿易は、UAE における貿易部門全体のおよそ三分の一を占める。 

 Jebel Ali 港を含む Jebel Ali フリーゾーンは、世界 大の人工港であるとされる。同国

は、現在、フリーゾーン施設の数及び範囲の拡大とともに、Jebel Ali フリーゾーン港にお

ける能力増強プロジェクト及びいわゆる「ドバイ・ワールド・セントラル」空港及び流通

都市の建設を含むプロジェクトにより、貨物取扱量及び輸出・再輸出ハブとしての魅力を

さらに強化している。 

 しかしながら、FTZ が、模倣品及び海賊版の流通ルートとして、また、知的財産権を侵害

する商品の製造場所として使われる危険性が高いことは、かなり認識されている。権利者

は、税関による管理が存在しない、あるいは緩やかな管理しかない FTZ が、模倣品及び海

賊版の国境を超える取引を促進する結果になっている点を憂慮している。その理由は、商

品が FTZ を通過するときに、模倣品及び著作権侵害者により、通過品の真実の原産地が変

更され、貿易自由化のための免税措置が、違法商品を保管、製造、配布及び販売する目的

に乱用されているからである。 

 

35. 湾岸協力会議構成国の共通関税法 

UAE における国境エンフォースメント手続きはアラブ湾岸諸国協力会議（GCC）統一税関

規則により管理されている。UAE は GCC の加盟国であるのでこれを実施している。GCC への

手引きは第３章 「知的財産権のエンフォースメン」トで提供している。 

GCC 地域の産業界にとって、UAE のフリーゾーン区域は、 重要問題である。ドバイは、商

品の輸入、輸出及び様々な仕向け先への積み替えの重要なハブであり、毎年、極めて大量

の貨物が国内の港を通過する。 

 自由港における知的財産権の水際措置については、UAE が、GCC の構成国であるため、2003

年に、GCC 構成国共通関税法（「統一関税規則」）を採択し、ドバイ税関も、同法の枠組みに

従って業務を行っている。 

 ドバイ税関は、UAE 古の政府機関の一つであり、公式には、「Al Furdha」（全輸入商品

に対する租税）として知られる。ドバイ君主が、港湾税関フリーゾーン公社を設立する法

律、つまり、ドバイ税関とドバイ港湾フリーゾーン当局を統合する 2001 年法律第１号を発

行したことで、ドバイ税関は、2001 年４月１日に新しい段階に入った。 

 GCC 構成国の統一関税規則（これについては、本章の別な節で改めて説明する）により、

各構成国で有効な憲法上のルール及び法律による制限の範囲内において、関税法及び構成

国の効力を有する法律が置き換えられた。 
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 36. ドバイ税関で実施される水際措置 

 また、ドバイ税関には、違法商品の通過を禁止するために、下記のように規定する GCC

関税法の第 24 条を実施する権限がある。 

 「本法又はいかなる他の法律又は決議の規定においても、税関当局は、国内の管轄当局

の承認にもとづく場合を除くほか、禁制品又は侵害商品の入国許可、通過又は出国並びに

いかなる制限品の入国、通過又は出国禁止する」。 

 ここで、改正 1992 年連邦法第 37 号（「UAE 商標法」）の第 37 条３項1と併せて読んだ場合、

上記の規定が、通例、ドバイに輸入され、また、これを通過する侵害商品を取り締まる権

限をドバイ税関に与えるために引用され、使われている点に留意する必要がある。 

 さらに、フリーゾーンにおける知的財産権の水際措置については、知的財産法に違反す

る商品が、下記のように規定する GCC 関税法の第 80 条４項により、違法商品とみなされる

点に留意する必要がある。 

 「以下の商品は、フリーゾーン及び免税店で取り扱うことができない。 

 （中略） 

 4. 商業的及び工業的所有権保護並びに著作権保護に関係する法律を侵害する商品であ

って、管轄当局が決定したもの。（後略）」。 

 ドバイ首長国において GCC 関税法を執行する管轄当局は、ドバイ税関である2。GCC 関税

法に従い、ドバイ税関には、模倣品を扱うための独自の手続きを決定する権限がある3。そ

こで、ドバイ税関は、「保護強化のための協力」と題した税関方針第 11/DCP/2006 号を実施

した。ドバイ税関は、この方針により、税関組織内に知的財産班を設置することを根拠付

け、(1) 商標の（ドバイ税関への）登録及び (2) 侵害商品に対する差止申し立て、に関す

る手続きを定めている。 

 従って、UAE 登録商標の所有者が、第三者により、ドバイの自由港又はフリーゾーン経由

で模倣品が輸入もしくは再輸出され、自らの商標が侵害されていることを察知した場合、

当該商標の所有者は、まず、ドバイ税関に自らの UAE 商標を登録し、次に、正式な差止申

し立て書を所定の手数料とともにドバイ税関に提出することで、当該侵害商品の通関の差

止を申し立てることができる。また、権利者が差止を申し立てた場合、疑わしい貨物に関

する完全かつ正確な情報を提供する必要がある点にも留意する必要がある。そこで、ドバ

                                                  
1 この規定は、次のように定める。「以下の者は、拘禁刑及び 5,000 ディルハム以上の罰金又はそのいずれ

かにより罰せられる。（中略）模倣された、模造された、もしくは不法な商標を付した製品を、故意に販

売もしくはその販売を申し出もしくは頒布し、あるいは、販売する意図を有する者。さらに、模倣された、

模造された、もしくは不法に使用されている商標の下で、故意に役務を提供し、もしくは提供することを

申し出る者」。 

2 他の首長国にも独自の管轄当局がある（シャルジャ税関及びアジュマーン税関など）。 

3 これは首長国によって手続きが異なる場合が多いことを意味する。 
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イ税関の職員が、輸入業者／荷受人の立ち会いのもとに問題の商品を検査する。これ以外

にも、ドバイ税関の職員が、商品を任意的に検査する場合もある。検査した商品が模倣品

であることが判明した場合、模倣品であることを確認するために、サンプルを政府運営の

犯罪研究所に送る。輸入業者／荷受人の立ち会いのもとに商品を検査しなければならない

点に注意する必要がある。犯罪研究所の確認を受け、侵害商標が、真正の商標と同一であ

るか、ほぼ同一である場合に、ドバイ税関の職員は、通常、侵害商品を押収し、没収する。

しかしながら、侵害商品が類似品の場合、関係当局は、措置を講ずることに比較的慎重で

あり、これを拒絶する場合も多い。没収した商品の破棄に関するルールが規定されていな

い点に注意する必要がある。従って、権利者には、模倣品の没収後、改正 UAE 商標法第 37

条に対する違反を理由に、刑事訴訟を提起（し、これにより、罰金及び拘禁刑に処）する

方法が好まれる。その理由は、刑事訴訟手続きを提起することで、ドバイ税関に対して、

該当する刑事法廷が判決を下すまで、侵害資料が保全するよう暗に拘束できるからである。

輸入業者及び模倣品につき、刑事法廷が有罪判決を下せば、その時点で、UAE 商標法にもと

づいた犯罪が確定するため、ドバイ税関の慣例として、有罪判決の対象である模倣品が破

棄される（言うまでもなく、裁判所に命じられない限り、そうする義務はない）。 

 ドバイ税関には、押収し、没収し、もしくは裁判所により有罪判決を受けた模倣品の破

棄に関する標準的な手続きが存在しない点に注意する必要がある。過去には、このような

模倣品が、権利者に通知されずに、又は、権利者が目視する中、又は、権利者の立ち会い

のもと、ドバイ市の監督下で民間の破棄施設において、破棄されていた。 

 さらに、以下のように規定する「経済的保証による一定の税関手続き完了前の商品の解

放」という表題の 2008 年５月５日付の税関方針第 18/DCP/2008 号第１条から明らかなよう

に、同税関方針により、押収及び没収手続きがさらに容易になっている。 

 「ここに規定する補償金の支払いにより、また、以下の各項に規定するいずれかに該当

する場合に、一定の税関手続きが完了する前に、もしくは、関税が納付される前に、商品

を解放することができる。 

 （中略） 

 2. 関税法に違反する商品、（後略）。 

 （中略） 

 4. 商品の分析又は仕様に関する結果が判明するか、管轄当局が免除決定を下すまで」。 

 従って、以上で紹介した水際措置に関係する仕組みを考慮すると、ドバイ税関が、国境

における模倣品の移動を監視することに積極的に取り組んでいることがわかるものの、ド

バイ税関が準拠している該当する適用法の制度及び慣行に関する以上の考察は、少なくと

も以下の問題点を示す。 

a) UAE 商標法に、模倣品の輸入、輸出、再輸出、通過及び積み替えを禁止する具体的

規定が欠けていること。 

b) 職権による場合と、司法当局による判決後の場合の両方につき、ドバイ税関の税
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関方針に、商品の破棄に関する規定が存在しないこと。 

 

37. ドバイ税関における税関登録の手続き及び手数料並びに差止申し立て 

 ドバイ税関は、以下を税関に商標登録するための要件としている。 

a) アラビア語による差止申し立て書。 

b) 差止申し立て書は、役所の営業時間中に提出しなければならない。 

c) 差止申し立て書は、商標の所有者又はその法律上の代理人が提出しなければなら

ない。 

d) 有効な UAE 商標登録証の写し。 

e) 翻訳され、認証された国内の代理人への委任状の写し。 

f) 差止申し立てが誤りだったことが判明した場合に、コンテナの留置費用並びに押

収した商品の検査・保管料を支払う旨を約束する商標の所有者の確約書。 

g) 上記の書類に加え、以下の手数料が適用される。 

(i) 捜索及び押収を求める差止申し立て書を提出するための公的手数料は、2,000

ディルハム（およそ 545 米ドル）である。 

(ii) 差止申し立て書を緊急に処理するよう求める場合の追加手数料 500 ディ

ルハム（およそ 136 米ドル）。 

(iii) 差止申し立てが誤りだったことが判明した場合に、コンテナの留置費用

並びにその検査・保管料を担保するための保証金 5,000 ディルハム（1,360 米

ドル）。 

(iv) 差止申し立て書を週末又は休日に提出した場合の追加手数料 1,000 ディ

ルハム（およそ 272 米ドル）。 

(v) 商標の所有者は、模倣品であることが疑われる商品が発見された場合に、自

ら又は自らの代理人をフォローしてもらうために、商標を税関に登録するこ

ともできる。税関に商標を登録するための手数料は、200 ディルハム（およそ

50 米ドル）である。これに必要な書類は、UAE における有効な商標登録証の

写し及び現在使っている商標のサンプルである。 

 

38. シャルジャ税関における税関登録の手続き及び手数料並びに差止申し立て 

 シャルジャ税関は、商標を税関に登録する際の要件を次のように定めている。 

a) シャルジャ税関は、模造品又は模倣品の輸入に対抗し、商標所有者が自らの権利

を防衛するのを支援するため、2007 年に知的財産権執行班を設置した。 

b) シャルジャ税関の検査官は、能力開発のための特別な訓練コース、また、模造品

又は模倣品の発見を支援するために法律事務所と商標の所有者が協力して実施す

る訓練にも参加した。 

c) シャルジャ税関の検査官が模倣品を発見した場合、登録商標の侵害につき、差止
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を申し立てたいと考える商標の所有者は、シャルジャ税関が公表した「製品につ

いて主張し、取り締まるための手続き」に従う必要がある。これらの手続きには、

侵害されるおそれのある商標の登録証の写しを添付した訴状の提出及び所定の手

数料の納付が含まれる。また、商標の所有者は、差止申し立てに根拠がなかった

場合の留置、検査、保管又は任意の不都合な遅れによる費用を負担する旨の確約

書及びこのような費用を担保するための返金可能な保証金も提出しなければなら

ない。 

d) シャルジャ税関の知的財産権執行措置を効果的に利用するためには、以下の点に

留意する必要がある。 

(i) 商標の所有者又はその法律上の代理人が、アラビア語の、又は通常のアラビ

ア語に翻訳した差止申し立て書を役所の業務時間中に提出しなければならな

い。 

(ii) 侵害されるおそれのある商標の有効な登録証の写し。 

(iii) 認証され、翻訳された法律上の代理人への委任状の写し。 

(iv) 差止申し立てが誤っていた場合の押収、検査、保管又は差止申し立てを

原因とする一切の遅れによる費用を負担する旨の確約書。 

(v) 一分類の／一標章につき 200 ディルハム（およそ 55 米ドル）の商標登録開始

手数料。 

(vi) 登録商標の侵害に係る正式な差止申し立て書の提出のため、2,000 ディル

ハム（およそ 548 米ドル）。 

(vii) 押収、検査、輸送及び追跡のための費用を担保する保証金、5,000 ディル

ハム（およそ 1,370 米ドル）。 

(viii) 緊急を要する差止申し立ての場合には、500 ディルハム（およそ 137 米ド

ル）の追加手数料を徴収する。 

(ix) 差止申し立て書を休日に提出した場合には、１万ディルハム（およそ

2,740 米ドル）の追加手数料を徴収する。 

(x) 定期的な税関検査により押収された貨物について、商標の所有者又はその代

理人が、差止を申し立てた場合、関連保証金を除いた必要な一切の関税を支

払わなければならない。 
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第３節 湾岸諸国協力会議（GCC）統一税関規則（「規則」） 

 

 

1. はじめに 

 GCC 構成国の関税規則及び手続きを統一したことは、GCC 構成国間の関税分野における協

力を強化することに貢献した。 

 GCC 構成国の関税制度を統一するための取り組みは、1992 年に、技術委員会を結成する

ことで始まった。委員会は、この目的のために、また、規則が、国際機関の関税に関する

規定に準拠するよう確保するために、17 回の会合を重ねた。また、GCC 事務局は、世界貿

易機関及び世界関税機関と連携している。 

 規則は、1999 年 11 月 27 日から 29 日までリヤドで開かれた第 20 回 GCC 首脳会議で 終

的に採択された。この規則は、GCC 構成国により、当初、参照規則として実施され、GCC 構

成国から寄せられた意見を考慮し、 終的には、2002 年１月、GCC 構成国のすべての税関

により実施された。 

 この規則には、17 の節と 179 の条文が存在し、税関業務、税関の取り締まり対象分野、

輸出入業務に適用される陸上、海港、空港における税関手続き及び通関後の手続きの性質、

輸入品に対する関税の適用及び関税の徴収、商品の通関の各段階、商品の免税及び仮通関、

そして商品を通関させるために税関に提出する書類に関する規定、また、フリーゾーン及

び免税店の設置に関する規定、税関貨物取扱人の業務、関税犯罪及び密輸事件の取り扱い、

そして税関職員の権利義務に関する規定が含まれる。 

 この規則は、GCC 構成国の税関当局における税関手続き、そして税関と国民、居住者及び

輸入業者との関係を規定し、税関当局に対応する者が、どの GCC 構成国においても、税関

手続きにおいて、同一の扱いを受けるよう確保するための法律文書であるとみなされてい

る。また、規則は、これらの税関当局と各国の政府部局との関係も規定する。 

 

2. GCC 税関同盟設立の理由 

 湾岸諸国におけるビジネス及び貿易の発展は、輸入業者にとって重要な意味を持つ。基

準及び安全性要件のハーモナイゼーション、貿易障壁の除去並びに貿易手続きの簡素化の

前進は、国際レベルにおいても、国内レベルにおいても、新規投資の機会を拡大する。新

規加盟国を統合し、拡大を続ける欧州連合（「EU」）それ自体、GCC が新しい市場を統合して

いくためのモデルになり得る。従って、関税同盟が設立された目的は、まさに EU 域内にお

けるように、貿易及び商品が全域を自由に移動できるような環境を形成することである。 

 関税同盟の背景にある理念は、貿易を制限する関税規則及び手続きを廃止し、非構成国

との貿易のために関税、貿易及び税関に関する規則を統一することである。食品、医薬品、

政府及び石油会社が調達する商品は、一般に関税が免除されている。免税されない商品に
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対しては、５％の関税が徴収される。さらに、すべての通過貨物は、関税を一切免除され

る。しかしながら、税関当局は、現金又は銀行保証を担保として提出するよう求める場合

がある（フリーゾーン域内には、当てはまらない）。この保証金は、商品が UAE 国外に再輸

出された際にその所有者に返金される。 

 関税同盟のもう一つの重要な原則は、輸入地点の単一化である。このことは、基本的に

は、いずれの GCC 構成国の 初の税関所在港においても一度通関料金を払えば、以後、払

う必要がないことを意味する。GCC 域外と連絡する GCC 構成国の陸、海又は空の任意の税関

所在港は、どの構成国にとっても、外国商品の輸入地点であるとみなされる。域外と連絡

する GCC 構成国の 初の税関所在港は、任意の構成国に輸入される商品の検査を行い、書

類に関する要件が満たされているかどうかを確認し、禁制品が一切含まれていないことを

確認し、適用すべき関税を徴収する。 

 

 

 

第４節 海賊版 

 

 

1. 侵害者に対する警告状 

 著作権対象著作物を侵害する業者には、商標侵害を中止するよう求め、そうしなかった

場合に法的措置を講ずる旨の警告状を送付する。さらに、商標を侵害し、又はこれに類似

する標章を添付した一切の商品の輸入、販売の申し出、展示又は販売をただちに中止し、

模倣品をすべて回収し、自己負担によりこれを破棄する旨を約する確認書に署名すること

を要求する。また、供給元の名称及び住所に関する完全な情報及びこれを裏付ける納品書

の写しを提出するよう要求すれば、さらに効果的である。 

 訴訟を提起する前に、効果的に作成され、罰則に関する法律の条文が含まれる警告状を

送れば、一部の侵害者が、模倣品の取り扱いをやめることが期待でき、従って、訴訟費用

の節減と時間の節約になるため、かなりの価値がある。さらに、小規模の商店に警告状を

送ることは、権利者の意向が供給元に到達し、その行為を中止させる助けになる。 

 警告状は、法律事務所からファクス又は書留郵便で送る方法があり、少額の手数料で、

裁判所の強制執行官から送ればさらに効果的である。 

 権利者の中には、模倣業者について顧客に知らせるため、UAE 市場における顧客の意識を

喚起するための注意喚起を新聞に公表する方法を好む者もいる。この通知は、通常、UAE の

有力なアラビア語及び英語の新聞に掲載され、これには、模倣品を取り扱わないよう取引

業者に警告し、真正品と模倣品とを識別する方法を公衆に教え、真正品の権利者が、行動

を開始していることを消費者に伝える効果がある。 
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2. 海賊版に対する民事的措置の適用 

 侵害者に対する民事訴訟を民事法廷に提起できる。民事訴訟を提起する前に、裁判所か

ら違反製品に対する差押命令を得る方法もある。そのための申し立てには、裁判所の認め

る銀行保証又は保証金を添付しなければならない。 

 権利者に差押命令が認められるためには、裁判所に証拠を提出しなければならない。侵

害著作物のサンプルとともに購入を証明する納品書を提出すべきである。著作物が登録さ

れていない場合、一切の保護又は権利者が妨げられることはないものの、裁判所は、仮差

押の申立書とともに著作権登録証明書及び自らが権利者であることを証明する書類を提出

するよう権利者に要求する。 

 権利者は、既に述べた仮処分請求という選択肢を用いることができるものの、裁判所の

決定から８日以内に訴訟を提起する必要がある。権利者が、裁判所の決定から８日以内に

訴訟を提起しない場合、これに関するそれまでのすべての措置が無効となる。 

 また、行政当局又は警察その他の当局による差押の後に、民事訴訟を進めることも可能

である。また、権利者は、自社の商標を防衛するために、適切な額の損害賠償を請求し、

また、これ以外の適切な救済措置を求めることもできる。しかしながら、権利者が、自ら

の失われた収益を証明する証拠／文書及び侵害者の収益に関する数字を裏付ける証拠を提

出しないのであれば、UAE において損害賠償が認容されることはまれである。 

 権利者には、民事訴訟に刑事訴訟を併合するよう求める権利がある。自らの主張を支持

する覚書を刑事法廷に提出することで、自らの意見を表明し、自分の事件が適切に取り扱

われるよう確保するのに有利になる。 

 UAE 司法制度の民事部門は、第一審裁判所、控訴裁判所及び破棄院の三階級で構成である。 

著作権侵害を理由として第一審裁判所に提起された民事訴訟は、１名の裁判官により審理

が行われる。控訴審に提起された訴訟は、３名の裁判官により審理される。他方で、破棄

院が民事訴訟を審理する場合には、常に５名の裁判官の合議体により審理が行われる。 

 裁判所手数料は、請求の際に支払い、損害賠償請求額に応じて決定され、損害賠償請求

がなされなかった場合には、裁判所により査定される。民事法廷における民事訴訟が確定

するまでには、６カ月から２年かかる。 

 裁判所は、権限のないコピー又はこれに由来するものの没収及び破棄を命じ、犯行に使

われ、犯罪目的にのみ使用される設備及び器具の没収を命じ、偽造犯罪に使われた企業の

高で６カ月間の閉鎖を命ずることができる。 

 裁判所は、侵害者の費用負担により、有罪判決の要旨を日刊新聞その他に公表するよう

命ずることができる。 

 裁判所は、人格的損害の賠償を侵害者に命ずることができる。しかしながら、ほとんど

の権利者が、裏付けとなる文書を提出しないため、少額の賠償金しか獲得できない。 

 

3. 海賊版に対する行政的措置の適用 
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 経済省が、著作権法の執行権限を有する正式な政府部局であるため、権利者は、経済省

を通じて行政的措置の申し立てを行うことができる。その場合、著作権登録証明書及び侵

害を裏付ける証拠とともに簡単な告訴状を提出する。 

 経済省は、捜索措置を講ずることができる。経済省は、資料を押収し、侵害を確認する

ために経済省の捜査官の一人を派遣し、これが確認できれば、確約書に署名させる。 

 

4. 海賊版に対する水際措置 

 この方法は、ドバイ、アブダビ及びシャルジャの各首長国において も効果的である。

コンテナがいつ到着するか、コンテナ番号又はその所有者などについて税関に知らせる必

要がある。次に、差止申し立てを税関当局に行う。そこで、当該首長国の税関当局は、貨

物の検査を行う。税関当局は、次に、権限のないコピーを破棄することで、独自に事件を

解決する場合がある。しかしながら、税関当局が、刑事訴追を求め、その事件を検察官に

送致する場合もある。 

 権利者が疑わしいと考える企業をブラックリストに載せる、すなわち、その企業の全輸

入品を監視するよう税関当局に要求する道もある。 

 税関当局は、著作者、権利者又はその承継人の申し立てに応じ、関税法の規定に違反す

る一切の偽造品につき、正当な理由に裏付けられた決定にもとづき、通関の 高で 23 日間

の停止を命ずることができる。解放中止申し立ての条件、制限及び手続き、それとともに

同封すべき書類及び申し立ての真剣さを裏付けるために申し立て人が寄託しなければなら

ない額の保証金は、実施規則により定めている。申し立てが適切になされてから３営業日

以内にこれについて決定しなければならず、決定され次第、これを申し立て人に通知する。 

 UAE 著作権法は、税関当局が、著作者、権利者又はその承継人の申し立てに応じ、関税法

の規定に違反する一切の偽造品につき、正当な理由に裏付けられた決定により、 高で 23

日間の通関停止を命ずることができると定めている。解放中止申し立ての条件、制限及び

手続き、それとともに同封すべき書類及び申し立ての真剣さを裏付けるために申し立て人

が寄託しなければならない額の保証金は、実施規則により定めている。申し立てが適切に

なされてから３営業日以内にこれについて決定しなければならず、決定され次第、これを

申し立て人に通知する。  

 

5. 海賊版に対する刑事訴追 

 権利者が、UAE 著作権法にもとづいて侵害当事者を説得できなかった場合には、該当する

首長国の警察又は検察官に刑事告訴する。UAE 著作権法は、刑事制裁について規定しており、

従って、警察には、言うまでもないが、検察官の承認を得た後に、捜索、人の逮捕などを

行う権限がある。UAE 著作権法は、著作権侵害にかかわる刑事事件における拘禁刑と罰金刑

の両方の処罰を規定する。 

 検察官に告訴した場合、検察官は、次に、警察が犯罪捜査手続きを開始できるように、
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事件を警察に移送する。 

 著作権侵害を理由に警察に告訴する場合の公的な手数料は存在しない。 

 警察は、告訴人の署名された調書を作成することから始める。告訴人に、自らの主張を

裏付ける証人がいる場合、警察は、各証人の署名された調書も作成する。警察は、被告を

発見し、逮捕するために、被疑者の連絡先と所在地に関する情報を提供するよう告訴人に

求める。次に、警察は、目下の問題の要約及び警察が必要だと判断した勧告が含まれる準

備ファイルを作成する。また、警察は、侵害に関する技術的見解を経済省に照会する。こ

のファイルは、次に、検察官に移送される。 

 検察官は、ファイルを受け取った後、これを検討し、これに含まれるあらゆる証拠を評

価する。次に、検察官は、ファイルを警察に返送し、告訴を正式に処理するよう指示する。

そこで、告訴に番号が割り当てられる。また、検察官は、被疑者に対する逮捕状の発給を

警察に認める。 

 警察は、逮捕状を発給し、被疑者を追及する。警察には、当然、警察と合同で侵害に関

係する事実を収集する専門家が必要なため、警察は、経済省に連絡し、その専門家１名と

合同で、侵害者を捜索する。 

 警察は、経済省とともに捜索し、証拠を集め、次に事件を検察官に返送する。検察官は、

被告が刑事訴訟手続きのために裁判所に出廷する公判日の日程を決める。公判において、

裁判所に出廷する当事者は、検察官及び被告のみである。しかしながら、告訴人が、刑事

訴訟とともに、被告に対する民事訴訟も提起した場合には、告訴人も裁判所に出廷できる。

刑事訴訟とともに、このような民事訴訟も提起された場合、裁判所は、民事訴訟と刑事訴

訟を併合し、両方の訴訟につき、一つの判決を下す。 

 UAE 司法制度の刑事部門は、第一審裁判所、控訴裁判所及び破棄院の三階級で構成である。 

著作権侵害を理由として第一審裁判所に提起された刑事訴訟は、１名の裁判官により審理

が行われる。控訴審に提起された訴訟は、３名の裁判官により審理される。他方で、破棄

院が刑事訴訟を審理する場合には、常に５名の裁判官の合議体により審理が行われる。 

 裁判所において刑事訴訟が確定するまでには、６カ月から９カ月かかる。
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附属資料 1.7 – (UAE) 

 

アラブ湾岸諸国協力会議統一税関規則（法）(仮約) 

 

セクション I - 一般規定及び定義 

 

第１条 

 本規則（法）を「アラブ湾岸諸国協力会議（GCC 諸国）統一税関規則（法）」と」呼ぶ。 

 

第２条 

以下の文言と用語は、本規則（法）、その注記、及び、施行規則において使用されるとき

は、文脈上他の意味に該当する場合を除いて、必ず以下に定める意味をもつものとする。  

「会議（the Council）」はアラブ湾岸諸国協力会議を意味する。 

「大臣（the Minister）」は、税関当局が報告を行う大臣を意味する。 

「管轄当局（competent authority）」は、税関当局が報告を行う官庁を意味する。 

「局長（the Director General）」は、関税局長を意味する。 

「所長（the Director）」は、関税所長を意味する。 

「本局（the Administration）」は、税関当局を意味する。 

「税関（Customs office）」は、大臣が指定した海港、空港、陸上国境の一区域であって、 

税関手続きの全て又は一部を執行する権限を与えられた本局の支所が設けられている場所

を意味する 

「規則／法律（Regulation / law）」は、税関業務に適用される規則と条項、及び、他の全

ての補完的な、又は、改定された規則又は条項を意味する    

「関税地域（customs zone）」は、本規則で定められた税関管理と手続きが適用される陸上

又は海上の地域を意味し、以下のように２種類に分けられる。 

海上関税地域：海岸と領海の境界線の間の海上の区域 

陸上関税地域：一方では陸上の境界又は海岸、他方では領土内の境界線にまたがり、大臣

又は管轄当局の決定によって規定される区域。 

「関税線（customs line）」は、本加盟国（the country）、及び、隣接国とその周辺海岸の

間を分かつ政治的な境界線（国境）に該当する線を意味する。 

「関税表（customs tariff）」は、国際関税品目表（nomenclature）を意味し、商品の説明

と対応する税、関税、ならびに、規則及び商品の種類と種別の記載が含まれる。 

「関税（customs taxes (duties)」は、本規則の規定に従って商品に課される金額を意味す

る。 

「料金／手数料（fees/charges）」は、実施した役務について税関が徴収する金額を意味す
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る。 

「商品（goods）」は、自然、原材料又は動物、農業、又は、産業に係わる産物、又は、知

的な産物を意味する。 

「商品の種別（type of goods）」は、関税品目表に記載された記述を意味する。 

「実際に支払われた代価又は支払金（the price actually paid or payable）」は、買い手

によって、又は、買い手のために輸入された商品について、直接的又は間接的に売り手 に

支払われた総額を意味する。 

「評価された輸入品（the imported goods being valued）」は、税関手続きのために価値が

評価された商品を意味する。 

「同一商品（identical goods）」は、物理的な特徴、品質、及び、名声など、あらゆる面に

おいて同一である商品を意味する。外観上の僅かな相違は、それ以外の要素において、この

定義を満たす商品が同一とみなされることの妨げとはならない。 

「類似商品（similar goods）」は、他の商品と全ての面で等しいわけではないが、似た特徴

と似た構成要素を持っており、同一の機能を果たすことができ、営業上互換性があるような

商品を意味する。商品の類似性を判定する際には、商品の品質、その名声、及び、商標の使

用なども、考慮すべき要素とされる。 

「販売手数料（sales commission）」は、売り手の代理人であって、売り手又は工場と関係

をもち、売り手等に支配され、又は、その利益のために、又は、自らのために行為する代理

人に支払われるべき手数料を意味する。 

「包装費（packing costs）」は、商品をGCC諸国に出荷する際に適切な包装に梱包するため

に使用される材料、又は、作業を問わず、包装とカバー（国際輸送の証書等は除く）の全て

に係わるコストを意味する。 

「 大総量の単価（unit price at the greatest total quantity）」は、輸入されたとき、

又は、輸入者が望む場合、さらなる準備や処理の後で、輸入後に 初の営業段階で関係者以

外の者に特定の商品が販売されたときの単価を意味する。 

「関係者（related persons）」とは以下の者を意味する。 

a) 法的に認められた業務上のパートナー 

b) それぞれの企業の社員と役員 

c) 雇用者と被雇用者 

d) 双方が発行済みの議決権株式を５パーセントを超えて直接的に又は間接的に所有、

管理、又は、保有する者。 

e) そのうちの一人が他者を直接的に又は間接的に管理する場合。 

f) 双方が第三者によって直接的に又は間接的に管理されている場合 

g) 両者供に第三者を直接的に又は間接的に管理する場合。 

h) 同じ家族の一員である場合。 

「評価協定（Valuation Agreement）」は、GATTの1994年の関税及び貿易に関する一般協定
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第７条の実施に関する協定を意味する。 

「商品の原産地（origin of the goods）」は、商品が資源であろうが、農産品、又は、動物

製品や工業品であってもその原産国を意味する。 

「禁制品（prohibited goods）」は、本規則（法）又は他の任意の規則の規定によってその

輸入又は輸出が禁じられている全ての商品を意味する。 

「制限品（restricted goods）」は、本規則（法）又は他の任意の規則の規定によってその

輸入又は輸出が制限されている商品を意味する。  

「出所（source）」は、輸入商品が出荷された国を意味する。 

「輸入者（importer）」は、商品を輸入する自然人又は法人を意味する。 

「輸出者（exporter）」は、商品を輸出する自然人又は法人を意味する。 

「積荷目録（manifest）」は、さまざまな輸送手段で搬送される商品について、詳細が記載

された書類を意味する。 

「フリーゾーン（free zone）」は、国家の領土内の一部であり、当該国の関連法律によって

商業活動又は産業活動が行われる地域を意味する。この地域に搬入される商品は、関税地域

の外部に存在するものとみなされ、通常の税関手続きと管理の適用を受けない。 

「免税店（duty-free shop）」は、展示又は販売目的で商品が関税（税金）を課されること

なく陳列されている、認可を得た場所又は建物を意味する。 

「税関申告（customs declaration）」は、本規則（法）の条項に従って、輸入者又はその代

理人が申告された商品及びその数量を特定する要素を詳細に述べた申告書又は商品の申告

を意味する。 

「倉庫（storehouse）」は、本局又は公的機関、又は出資者のいずれが直接管理する場所／

建物であっても、税関の手続きの１つによって引渡しが中断されている商品を一時的に格納

するための建物又は場所を意味する。 

「保管所（warehouse）」は、本規則の条項に従って、関税（税金）を課されることなく本局

の監督のもとで商品が預けられる場所又は施設を意味する。 

「運送業者（carrier）」は、輸送手段の所有者又はその代理人（公的な認証のもとで）を意

味する。 

「指定経路（specified routes）」は、輸入品又は輸出品、あるいは、通過中の商品の積荷

について、本省が決定に基づいて指定した経路。 

「国庫（Treasury）」は、政府の財源を意味する。 

「通関手続き（Customs Clearance）」は、本規則で規定された手続きに従って、輸入品、輸

出品、及び、通過中の商品に関する税関申告の書類取り扱いを意味する。  

「税関貨物取扱人（Customs broker）」は、他人の業務のために通関手続きを請け負うため

の認可を受けた法人又は自然人を意味する。 

「税関貨物取扱人の代理人（representative of the customs broker）」は、税関手続きを

引き継いで実施するための認可を受けた法人又は自然人を意味する。 
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第３条 

本規則（法）の条項は本加盟国の領土及び領海に適用される。ただし、税関規定から全面的

に又は部分的に除外されるフリーゾーンを、そのような領土内に設けることができる。 

 

第４条 

 輸入又は輸出において関税線を越える全ての商品は、本規則（法）の規定に従わねばな

らない。 

 

第５条 

本局は税関又は関税地域で職務を遂行しなければならず、また、本規則に定められた条件に

従って、本加盟国の領土及び領海の範囲内でその権限を行使することもできる。  

 

第６条 

税関は大臣又は管轄当局の決定によって設けられ、また、廃される。 

 

第７条 

税関の権限と勤務時間は管轄当局の決議によって指定される。  

 

第８条 

商品の検査に係わる条項の規定に従って、税関手続きは第７条で述べられたように、指

定税関でのみ実施される。 

 

セクション II – 関税表の適用原則 

 

第９条 

本加盟国に輸入された商品には関税表で指定された関税（税）が適用され、また、本規

則（法）又は GCC 諸国の統一経済協定（UEA：Unified Economic Agreement）、あるいは、

会議の枠組み内の他の任意の国際協定の規定に従って免除される場合を除いて、他の法定

料金が適用される。   

 

第 10 条 

関税表の税率は、従価税（商品の価値に対する比率）又は従量税（商品の各単位に対す

る課税額）、又は、その双方の方式が適用される。 

 

第 11条 
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会議が発布したそれぞれの決定に従って、また、効力を有する国際協定の条項に従って、

各加盟国において適用される法的手法に基づいて、関税（税）の課金、改正、及び、放棄

が行われる。 

 

第 12条 

関税（税）の改正に係わる決定を行うとき、改正された関税（税）の施行日を指定しな

ければならない。 

 

第 13条 

関税表の改正に係わる決定の書類に別段の規定がない限り、税関申告を税関に登録した

日に適用されている関税（税）が輸入品に適用される。   

 

第 14 条 

保管期間の満了によって保管所で管理されている商品に関税（税）を課す場合、そのよ

うな商品は税関申告の登録時に適用されていた関税規定に従って課税される。 

 

第 15条 

フリーゾーン及び免税店から国内市場に持ち込まれた商品には、持ち込まれた時点で施

行されている関税表が適用される。 

 

第 16 条 

密輸された品（密輸品）、又は、それに類する商品は、適用可能である場合、事件の検知

又は発生時に実施されている関税表のうち高額な方が適用される。 

 

第 17条 

本規則の規定に従って税関によって売却される商品に対しては、売却日に施行されてい

る関税表が適用される。 

 

第 18条 

損傷を受けた商品に対しては、税関申告の登録日の価額を基準とする関税表が適用され

る。 

 

セクション III – 禁止と制限 

 

第 19条 

税関申告は本加盟国に出入りする全ての商品について提出されねばならない。提出があ
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った後、商品は 寄りの税関で税関当局に提示されることになる。 

 

第 20条 

本加盟国に入国する海上輸送手段は、積載量にかかわらず、その受け入れのために指定

された海港（港湾）以外の場所に投錨することは禁じられる。ただし、緊急時又は不可抗

力が生じた場合は例外とされるが、このような場合には船長は直ちに 寄りの税関、又は、

警備施設にその事実を通報しなければならない。  

 

第 21 条 

積載量が 200（海）トン未満の船舶で、禁制品又は制限品、あるいは高額の関税が課される

商品を積載している船舶は、海上関税地域内に入ることも、海上関税地域内で船積活動に係わ

ることも許されない。ただし、海上で緊急事態又は不可抗力が発生した場合は例外とされるが、

その場合、船長は迅速に 寄りの税関、又は、警備施設にその事実を通報しなければならな

い。もっとも、税関手続きが終了している商品が本加盟国の地方の海港内で輸送される場

合は除く。 

 

第 22条 

本加盟国に発着する飛行機は税関が設けられていない空港を離着陸することは許されな

い。ただし、不可抗力が発生した場合は例外とされるが、その場合、機長は迅速に 寄りの税

関、又は、警備施設にその事実を通報し、また、その通報を受けた税関の承認を得て報告

書を提出しなければならない。もっとも、他の規則（法）又は決定に別段の定めがある場

合はこの限りではない。 

 

第 23条 

陸上輸送手段は、税関が設けられていない地域を通過して入出国することは許されない。 

 

第 24条 

本規則（法）又は任意の他の規則（法）又は決議の規定により、税関当局は、国内の管

轄当局の承認にもとづく場合を除くほか、禁制品又は侵害商品の入国許可、通過又は出国

並びに任意の制限品の入国、通過又は出国を禁止する   

 

セクション IV – 商品の識別要素（出所、価値、種別） 

 

第 25条 

輸入品は、効力を有する国際及び地域の経済協定の枠組み内で採択された原産地規則に

従って、原産地の証明を求められる。   
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第 26 条 

関税が適用される商品の価値は、施行規則に定められた規則と原則に従って計算される。 

 

第 27条 

識別要素としての価値の承認には、以下の条件が必要とされる。 

1. 税関申告には詳細な原産地インボイスを添付しなければならず、また、局長又はその代

理は、認証済みの原産地インボイス、及び、必要な書類が提出されなかった場合には、

保証日から90日以内に当該書類を提出するという保証と引き換えに、通関手続きの終了

を承認することができる。  

2. 商品の価値は、第26条に定められた規則に従って、その価値を反映する原産地インボイ

スと必要な書類の全てを提出することで証明しなければならない。 

3. 税関は、書類、契約書、通信文、及び、他の関連書類を要求することができるが、その

記載内容の全て、又は、インボイスに記載された内容の全てを承認する必要はない。 

4. 本局は外国語で発行されたインボイスに対しては、必要に応じて、関税表ならびに他の

書類に応じて商品の詳細を明記したアラビア語への翻訳を要求することができ、 

 

第 28条 

輸出品の価値は、税関申告に記載された価格に、商品が税関に到着するまでに要した全

ての経費を加えたものとする。 

 

第 29条 

関税表（HSコード）及び注記で取り扱われていない商品については、世界税関機関（WCO）

が推奨する分類方式に従って分類される。関税表の国内向け副標題に該当する商品について

は、会議の加盟国の統一関税の範囲内で分類される。  

 

セクション V – 輸入と輸出 

 

第 I 章：輸入 

 

1. 海上輸送 

 

第 30条 

海上から本加盟国に輸入された商品は、積荷目録に記入されていなければならない。 

a) 船長が署名する積荷全体に係わる１つの積荷目録は、以下の事項を記載して作成されね

ばならない。 
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(i) 船の名称と国籍及び記録された積載量 

(ii) 該当する場合、商品の種別、その総重量、及び、ばら積み品の重量。商品が禁

じられている場合にも、有りのままの説明を記述しなければならない。 

(iii) 荷物とその構成品の数、梱包の説明、その標章と数量  

(iv) 荷送人と荷受人の名前 

(v) 商品が積み込まれた海港の名称（積荷港） 

b) 関税地域に入船したとき、船長は管轄当局に対して積荷目録の原本を提出しなければな

らない。 

c) 港に入船したとき、船長は税関に以下の事項を提出しなければならない。  

(i) 積荷目録 

(ii) 舶の消耗品（ロジスティクス）と船員の荷物、及び、所持品の目録 

(iii) 旅客者の名前の一覧 

(iv) 当該港で降ろされる商品の一覧 

(v) 税関規則の適用を受けて税関が求める船荷書類の全て 

 

d) 公休日を除いて、入港後63時間以内に積荷目録と必要書類を提出しなければならない。  

 

第 31 条 

積荷目録が定期的に運行される船（船舶）、又は、港に回送業者が存在しない船（船舶）

のものである場合、あるいは、帆船のものである場合、積荷目録は船積み港で本局によっ

て裏書きされねばならない。   

 

第 32 条 

a) 船の積荷及び全ての海上輸送手段の積荷は、港の関税地域で荷降ろしすることができる。

いずれの船も、税関の監督の下でのみ荷降ろし、又は、積み替えを行うことができる。   

b) 荷降ろし、及び、積み替えは局長が定めた条件に従って完了しなければならない。  

 

第 33条 

船長、回送業者、又は、その代理人は、本規則の第 54 条の規定に従って、税関の保管所

に商品が運び込まれるまで、又は、許可された場合は所有者によって商品が受領されるま

で、荷物と構成品の個数に不足が生じたとき、又は、ばら積み品の数量に不足が生じたと

き責任を負わねばならない。 

 

第 34条 

積荷目録の記載数と比較して、荷降ろし前の荷物と構成品の個数に不足が生じたとき、

又は、ばら積み品の数量に不足が生じたとき、船長又はその代理人は、その不足について
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正当な理由を明らかにし、そのような不足が海上関税地域の外部で発生したことを証明し

なければならない。書類を一度に提出できない場合、本局の権利を確保するための保証証の

提出と引き換えに、書類提出のために６ヶ月を超えない期限を認めることができる。  

 

2. 陸上輸送 

 

第 35 条 

陸上から輸入された製品の税関手続きは、 初の税関で完了させるものとする。ただし、

局長の決定により必要とされたとき、他の陸上の税関に付託されることもある。  

 

第 36 条 

a) 陸上輸送手段の積荷全体の積荷目録は、輸送業者又はその代理人によって作成、署名さ

れねばならず、また、局長が定めた条件に従って、その輸送手段、積荷、及び、他の

全ての事項について適切な記載が行われねばならない。   

b) 輸送業者又はその代理人は、入港後直ちに、港湾当局に積荷目録を提出しなければなら

ない。 

 

3. 空輸 

 

第 37条 

本規則の第 22 条の規定に従って、本加盟国の国境を横切る航空機は指定された経路を飛

行せねばならず、また、税関が設けられている空港にのみ着陸しなければならない。   

 

第 38 条 

航空機の貨物の積荷目録は、本規則の第 30 条の a、b、c、d の各項に規定された条件に

従って、機長が作成、署名しなければならない。  

 

第 39 条 

機長又はその代理人は、本規則の第38条で述べられた積荷目録と一覧を税関係官に提出しな

ければならず、また、航空機の到着時に税関にこれらの書類を引き渡さなければならない。 

 

第 40条 

飛行中は商品を航空機から放出し、又は、投下してはならない。ただし、安全上の理由

から必要な場合は、他の関連規則に定められた規定に従って、税関にそのような行為を通

知した場合は除く。 
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第 II 章：輸出 

 

第 41条 

積み込まれた商品又は荷降ろしされた商品の輸送手段の所有者は、本加盟国を離れるとき、

本章の第１節の規定に従って、積荷目録を税関に提出しなければならない。ただし、局長は、

具体的な場合に応じて、この条件の例外を認めることができる。 

 

第 42条 

商品の輸出者は輸出品を管轄税関に搬入し、詳細な申告を行わなければならない。陸上

の国境に向かう輸送業者は、税関に立ち寄らずに搬送することは許されない。  

 

第 III 章：郵送 

 

第 43条 

本規則（法）の規定に従って、また、適用されている他の国際郵便協定及び施行されて

いる国内規則に従って、商品は郵送で輸入又は輸出される。  

 

第 IV 章：一般規定 

 

第 44 条 

a) どのような方法で集約されたものであろうと、複数の封をされた荷物は、積荷目録で単

一の荷物として記載されてはならない。コンテナ、パレット、及び、トレーラーに関し

て、局長は必要な指示を出す。 

b) 単一の積荷を分割することは許されない。ただし、分割しても国庫に損失をもたらさな

い限り、妥当な理由が存在する場合、局長はそのような分割を許すこともできる。 

 

第 45条 

本規則の第 32 条、第 33 条、及び、第 34 条の規定は、商品の荷降ろしと積み替えに関し

て、陸輸及び空輸に適用されるものとする。運転手、機長、及び、輸送業者は陸輸及び空

輸で欠品が生じた場合、その責任を負わねばならない。 

 

第 46条 

本局は通関手続きにおいて電子データ交換（EDI：Electronic Data Interchange）を使用

することができる。 

 

セクション VI – 通関手続きの手順 
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第 I 章：税関申告 

 

第 47条 

関税（税）が免除される場合であっても、商品の通関手続きを行うとき、GCC 諸国の枠組

み内で認められる書式に従って、税関規則の適用に必要な全ての事項を記載し、また、適

用される税と関税の徴収を可能とするように、また、統計にも役立つように記載して、税

関申告を税関に提出しなければならない。  

 

第 48 条 

本規則の第 27 条の第１項の規定に従って、局長は税関申告に添付される書類、及び、記

載事項を指定しなければならず、また、必要とされた書類が不備であった場合にも、規定

された条件に従って、そのような書類の提出を保証する書面、あるいは、現金又は銀行保

証と引き換えに通関手続きの完了を認めるものとする。  

 

第 49 条 

登録後は、税関申告の内容を変更することは許されない。ただし、申告者は税関申告が

検査に付される前に、税関に書面で訂正を申請することができる。   

 

第 50条 

商品の所有者又はその代理人は、税関申告の提出に先立って商品を確認することができ、

また、必要に応じて所長から許可を得て、税関の監督のもとでそのサンプルをとることが

できる。そのようなサンプルにも関税（税）が適用されねばならない。 

 

第 51条 

商品の所有者又はその代理人以外の関係者は、管轄当局又は管轄権を有する司法機関を

除いて、税関申告の閲覧等は許されない。 

 

第 II 章：商品の審査（検査） 

 

第 52 条 

指定された税関係官は、局長の指示に従って、税関申告の登録後、商品全体について、

又は、その一部について審査を行わねばならない。 

 

第 53条 

a) 商品の審査は税関で実施しなければならない。ただし、特定の場合には、そのような審
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査は局長が定めた規則に従って、税関の外部で実施することもできる。 

b) 審査場所への商品の移送、及び、包装の除去と再梱包、また、審査に必要な他の全ての

作業は、審査場所に商品が到着するまで責任を負うものとされる商品の所有者の経費負

担で行われる。 

c) 税関の保管所又は審査場所に搬入された商品は、税関の許可なく搬出されてはならない。 

d) 商品を運び込み、審査時に案内を行う者は、税関が承認する者でなければならない。 

e) 税関の許可を得ない限り、商品の保管又は預け入れに使用される倉庫、保管所、格納庫、

車庫及び操作場、及び、審査のために割り当てられた場所への出入りは許されるとは限

らない。 

 

第 54条 

 商品の所有者又はその代理人が立ち会う場合にのみ、審査を実施するものとする。荷物の

内容物に不足が生じた場合、そのような不足の責任は以下の定めに従って決定される。 

a) 明らかに適切な包装状態で商品が保管所に置かれており、そのことから出荷前に既に輸

出国で内容物の不足が生じていたことが確定できる場合、そのような不足は問題とされ

ない。 

b) 税関の保管所又は倉庫に搬入された商品が、明らかに適切であるとは言えない状態で包

装されている場合、保管所及び倉庫の責任を負う企業等は、輸送業者と供に、受入報告

書にその事実を記入し、また、重量、内容物、及び、荷物の個数を確認しなければなら

ない。また、商品の安全を確保するために必要な予防措置を講じなければならない。こ

の場合、積荷目録に留保条件が記載されており、輸出国によって裏書きがなされていな

い限り、輸送業者が責任を負わねばならず、その場合、内容物の不足は問題とされず、

問題の追求も打ち切られる。 

c) 商品は明らかに適切な状態の包装で保管所と倉庫に受入れられたが、その後に包装状 

に問題が生じた場合、保管所に責任を有する企業等が、内容物の不足、又は、該当する

場合、すり替えについて責任を負わねばならない。 

 

第 55条 

税関は禁制品又は違法品の存在について疑いをもったとき、検査のために荷物を開封す

る権利を有する。商品の所有者が具体的に通知された時間に立ち会わなかった場合、当該

所有者又はその代理人が不在のときにも荷物の開封は正当なものとすることができる。 

 

必要に応じて、税関は商品の所有者又はその代理人に通知を行う前に、商品の検査を行

うことができる。そのような検査は、局長の決定によって、この趣旨において設けられた委

員会によって実施することができる。また、検査結果の報告書も作成されねばならない。  
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第 56条 

a) 税関は専門機関によって商品を調査させ、商品の種別と仕様を確認させ、また、法規の

遵守を判定させることができる。 

b) 特定の条件及び仕様が満たされることを必要とする商品については、それが引渡される

前に、調査（試験）と検査を行わねばならない。ただし、所長は調査結果が明らかにな

るまで、処分しないことを確約する適切な保証が得られた場合、そのような商品を引き渡

すことができる。 

c) 局長は、検査又は調査によって有害であること、又は、許可された仕様を満たさないこ

とが証明された商品に対しては、その所有者又はその代理人の経費負担により、また、

その立会いの下で破棄すべきことを命じることができる。必要に応じて、そのような商

品は原産地国に送り返されねばならず、また、その場合には報告書も作成されねばならな

い。 

 

第 57条 

関税（税）は税関申告の内容に従って徴収されねばならない。物理的な検査によって商

品と税関申告の内容に相違（不一致）が見られた場合、必要に応じて、税関が本規則に定

める規定料金を徴収する権利を損なうなとなく、その検査結果に基づいて関税（税）を徴

収しなければならない。   

 

第 58 条 

商品の検査によって、又は、提出書類に基づいて税関申告の内容を確認できない場合、

税関は検査を中断し、必要な裏づけ書類の提出を要求することができる。  

 

第 59 条 

税関は本規則の第 51 条から第 56 条の規定に基づいて、商品の再検査を行うことができ

る。 

 

第 III 章：旅客に係わる規定 

 

第 60条 

旅客に伴う物品又は所持品は、局長が定めた規則及び取り扱いに従って、管轄権を有す

る税関で申告し、検査を受けねばならない。   

 

第 IV 章：価値の調整 

 

第 61条 
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輸入品の価値に関して税関と当事者の間に生じた紛争を解決するために、局長の決定に

従って、政府係官から構成される評価委員会を設けるものとする。当該委員会はその裁量

によって、専門家の助力を求めることができるものとする。  

 

輸入者は、裁判所に提訴する権利と抵触することがない限り、税関申告の登録から 15 日

以内に、又は、書留郵便で評価通知が当該輸入者に送付された日から 15 日以内に、価値の

割り増し決定に対して、評価委員会に申立てを行うことができる。当該委員会は多数決で

決定を行い、また、決定は局長の承認を受けて発行する。輸入者は、その不服申立てに係わ

る委員会決定について書面で通知を受ける。この決定は公正なものでなければならない。   

 

第 62 条 

a) 商品の説明、原産地、又は、他の事由に係わる見解の相違によって商品の価値に関して

管轄権を有する税関係官と商品の所有者の間に紛争が生じた場合、その解決のために事

案は所長に付託されねばならない。所長が税関係官の見解を支持しても、商品の所有者

がこれに不服の場合、事案は局長に付託され、紛争解決を行い、又は、評価委員会への

照会が行なわれねばならない。 

b) 税関が定めた関税及び税の総額に等しい金額の保証金を徴収したあとで、商品が禁制品

でない場合、所長は商品の引渡しを行うことができる。ただし必要に応じて、照会のた

めに商品のサンプルを一時的に留め置くことができる。そのようなサンプルは、検査と

調査で使い尽くされない限り、商品の所有者に返却されねばならない。 

 

第 V 章：関税（税）及び他の料金の支払、及び、商品の引渡し 

 

第 63条 

a) 商品は関税（税）の適用を受けねばならず、また、本規則に定める関税（税）の支払、

及び、税関手続きが完了しない限り、引き渡すことは許されない。  

b) 商品は、局長が定めた手続きに従って、その所有者と正式に認証を受けた代理人に引き

渡されなければならない。   

 

第 64 条 

関税（税）の徴収の任に当たる税関係官は、本省又は管轄当局が定めた書式に従って、

公式の受領書を発行しなければならない。 

 

第 65条 

 

緊急事態が宣告されたとき、管轄当局又は大臣が定めた保証金と引き換えに、又は、条
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件が満たされた場合、商品撤去のための予防措置を講じることができる。   

 

第 66 条 

局長が定めた規則及び条件に従って、関税（税）の支払に先立って、また、銀行保証、

保証金、又は、保証証の提出に基づく手続きが完了した後で、商品を引き渡すことができ

る。   

 

セクション VII：関税（税）の徴収が中断される場合、及び、払い戻し 

 

第 I章：一般規定 

 

第 67 条 

局長が下す指示に従って、課された関税（税）に等しい金額の保釈金又は銀行保証が差し出

された場合、関税（税）の支払がなくても、商品は国内の他の任意の場所へ輸送、及び、搬入

することが許される。 

 

第 68条 

局長が定めた条件に従って、陸揚げ証書の発行により、引渡し金、銀行保証、及び、証券

の保管は解除される。 

 

第 II 章：通過商品 

 

第 69条 

本規則の第 67 条の規定に従って、また、GCC 諸国の UEA の条項に従って、また、効力を

有する国際的合意と適用される法規に応じて、商品を会議諸国の領土を通過させることが

できる。 

 

第 70条 

通過のための運行は、認証された税関のみで取り扱うことができる。 

 

第 71条 

適用される地域協定又は国際協定の規定に従って、また、局長の指示に従って、商品は

輸送業者の責任においてさまざまな輸送手段によって指定された経路を通過することがで

きる。通過輸送の経路及びその条件は、大臣又は管轄当局の決定によって指定される。   

 

第 72条 
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商品が税関の間を転送される場合、当事者に対して入港先で詳細な申告書を提出する義

務を免除することができる。ただし、局長が定めた条件と書類に従って必要な照会を行う

ものとする。 

 

第 73条 

大臣又は管轄当局は、他の全ての種別の通過輸送に適用される関税（税）の徴収の一時

停止に必要な決定を下さなければならない。 

 

第 III 章：保管所 

 

第 74条 

大臣又は管轄当局の決定によって、税関の内部又は外部に保管所を設けなければならな

い。そのような保管所の管理に係わる規則と条件は、局長によって定められるものとする。 

 

第 75条 

局長が定める規則と条件に従って、関税（税）の支払がない場合にも、税関の内部又は

外部の保管所に商品を保管することができる。  

 

第 76 条 

本局は、本規則（法）及び他の効力を有する規則（法）の規定に従って、他の機関が管

理する保管所を監督し、管理する権利を有する。 

 

第 IV 章：フリーゾーンと免税店 

 

第 77条 

フリーゾーンは本加盟国の法的手続きを経て設けられねばならない。これに関する規則

と条件は、大臣又は管轄当局の決定によって定められる。  

 

第 78 条 

a) 本規則の第79条と第80条の規定に従って、どのような種別又は原産国のものであろうと

外国商品は全て、関税又は税を課されることなく、フリーゾーン及び免税店に持ち込むこ

とができ、また、そこから他の国、又は、他のフリーゾーン及び免税店に運び出すことが

できる。 

b) 再輸出に係わる輸出制限及び税関手続きに従って、国内から再輸出された外国商品は

フリーゾーン及び免税店に搬入することができる。 

c) フリーゾーン及び免税店の商品は、そこに置かれる期間について、いかなる制限も受
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けないものとする。 

 

第 79条 

貨物の積荷目録に記載された輸入品は、局長の許可がない限り、また、局長が定める規

則と条件に従わない限り、フリーゾーンと免税店に転送すること、又は、持ち込むことは

できない。  

 

第 80 条 

以下の商品は、フリーゾーン及び免税店で取り扱うことができない。 

1. 可燃性物品、ただし、管轄当局の定める条件に従ってフリーゾーンと免税店を監督する

当局が運行に必要であると認めた燃料は除く。 

2. 放射性物質。 

3.  いかなる種別であろうと武器、弾薬、及び、爆発物、ただし、管轄当局の許可があった

場合は除外される。  

4. 商業的及び工業的所有権保護並びに著作権保護に関係する法律を侵害する商品であっ

て、管轄当局が決定したもの。 

5. あらゆる種類の麻薬、及び、その派生品。 

6. 経済制裁を課された国を原産国とする商品。 

7. 本加盟国への持込みを禁じられた商品。そのような商品の一覧は、それぞれの加盟国に

よって作成されねばならない。 

 

第 81条 

税関は禁制品を検出するために、フリーゾーンと免税店で検査作業を行うことができ、

また、密輸品の存在が疑われるとき、書類を点検し、商品を詳しく調べることができる。 

 

第 82条 

フリーゾーン及び免税店の管理者は、本局からの要求に応じて、その管理場所に搬入、

搬出される全ての商品の一覧を提出しなければならない。  

 

第 83 条 

フリーゾーン及び免税店に置かれた商品は、局長が定める手続き、保証、及びセキュリ

ティ条件に従う場合を除いて、他のフリーゾーンと免税店、倉庫、又は、保管所に転送す

ることは許されない。  

 

第 84 条 

適用可能な規則に従って、また、局長の指示に応じて、商品はフリーゾーン及び免税店
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から国内に引き揚げられねばならない。  

 

第 85 条 

フリーゾーンから税関に運び込まれた商品は、当該商品に含まれる国内産の原材料又は

成分について、フリーゾーンへの持込が許される前に関税（税）が徴収されていた場合に

も、外国商品として取り扱われる。  

 

第 86 条 

 国内船舶及び外国船舶は、フリーゾーンから必要な海洋装置を例外なく入手することが

許されるものとする。   

 

第 87 条 

フリーゾーン及び免税店の管理者は、その職員が犯す全ての違法行為、及び、そのよう

な場所から違法に取り去られた商品に対して責任を負わねばならない。セキュリティ、公

衆衛生、密輸と詐欺の取締りに係わる全ての規則及び指示は、これらのフリーゾーンと免

税店でも効力を失わないものとする。  

 

第 88条 

国内、又は、国外向けの免税店及びフリーゾーンから輸入された商品は、外国商品とし

て取り扱う。 

 

第 V章：仮通関 

 

第 89条 

本章又は会議諸国の UAE、及び、他の適用可能な国際協定の規定に基づいて、商品は施行

規則に定める条件に従って、関税（税）を徴収することなく、仮通関が認められるものと

する。 

 

第 90条 

 局長は以下の項目については仮通関を認めることができる。 

1. プロジェクトの完成に必要な、又は、そのようなプロジェクトに係わる実験と試験

の実施に必要な大型機械と重機 

2. 処理手続きの遂行のために輸入された外国製の商品 

3. 遊園地、劇場、展示会、及び、類似の催し物のために一時的に輸入される物品 

4. 修理のために本加盟国に輸入される機械及び装置 

5. 詰め替えのために輸入された容器と包装材料 
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6. 放牧が許された動物 

7. 展示のための商業的サンプル 

8. その他、必要とされるもの 

 

上記の物品は、実施規則で定められた仮通関期間に、フリーゾーン、税関、又は、保管

所に保管されねばならず、又は、再輸出されねばならない。   

 

第 91 条 

車両の仮通関に適用される GCC 諸国の UAE の規定、及び、その他の適用可能な国際的合

意は、実施規則で定められた指示に従って遵守されねばならない。  

 

第 92 条 

仮通関によって引き渡された物品及び資材は、提出された申告書に記載された輸入の目

的と用途を除いて、使用、割り振り、又は、処分することは許されない。  

 

第 93 条 

仮通関によって引き渡され、持ち出されたときに見出された商品の欠品は、仮通関時に

適用可能な関税（税）の適用を受けねばならない。  

 

第 94 条 

仮通関の実際的な適用と供託されるべき保証金に関する条件は、実施規則で規定されねば

ならない。 

 

第 VI 章：再輸出 

 

第 95条 

関税（税）が徴収されないまま本加盟国に輸入された商品は、実施規則に規定された手

続きと保証金に従って、国外又はフリーゾーンに再輸出することができる。 

 

第 96条 

特定の場合には、税関の保管所に置かれていない商品の撤去、又は、商品の積み替えに

ついて、局長の定める条件に従って、波止場から船までの間で許可を得ることができる。    

 

第 VII 章：戻し税 

 

第 97条 



182 
 

外国商品について徴収された関税（税）は、再輸出の際に実施規則に定める実施規定と

条件に従って、その全額又は一部が払い戻されるものとする。 

 

セクション VIII – 免税 

 

第 I章：関税（税）の適用を免除される商品 

 

第 98条 

GCC 諸国の統一関税表において関税（税）の適用除外が合意された商品については、関税

（税）の適用が除外されるものとする。   

 

第 II 章：外交官免税 

 

第 99条 

政府が認定する外交使節、領事、国際機関、及び、外交団の団員と領事館員に係わる輸入は、

効力を有する国際協定、法律、及び、命令に従って、相互主義の主義に基づいて関税（税）の

適用から除外されるものとする。 

 

第 100条 

a) 関税（税）の支払完了を本局に通知した後でなければ、本規則の第99条において除外さ

れた商品は、その除外に係わる用途以外の目的のために処分又は放棄することは許され

ない。  

b) 相互主義の主義的取扱いが可能であるなら、本規則の第99条によって除外対象となって

いる場合、税関の引渡し日から３年後に受益者が商品を処分した場合には、関税（税）

は徴収されない。  

c) 以下の場合を除いて、適用除外とされた日から３年が経過する前に、除外適用が行われた車

両（自動車）を処分することは許されない。  

 除外適用の便宜を受けていた外交官又は領事館員が、本加盟国での任務を終了した

とき。 

 除外対象とされた自動車に事故が生じ、運輸当局と本局の双方による共同勧告に基づ

いて、外交官又は領事館員の使用に適さなくなったと判断されたとき。   

 外交官又は領事館員が他の外交官又は領事館員に売り渡し、新たな所有者が除外適用

の権利を有しているとき。   

 

第 101 条 

本規則の第 99 条から便宜を受ける個人の除外適用の権利は、国内の公式な場で、その職
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務を開始した日から始まるものとする。  

 

第 III 章：軍隊に対する除外 

 

第 102 条 

軍隊及び国内の治安部隊の全ての部門について、弾薬、武器、装置、部隊の輸送手段及

びその部品、ならびに、他の全ての資材など、当該部門の輸入品は、閣僚評議会、又は、

各加盟国の権限を有する機関の決定によって、関税と税を免除されるものとする。   

 

第 IV 章：私物品及び家庭用品 

 

第 103 条 

a) 局長が定める規制と条件に従って、海外に居住する本加盟国の国民、又は、本加盟国に

初めて居住するために入国する外国人が本加盟国に持ち込む私物品及び中古の家庭用品

は、関税と税の適用を除外される。    

b) 旅客が所有する携行品、及び、寄贈品は、そのような物品が営業用のものでない場合、

また、実施規則に規定された規制と条件に適合するものである場合は、関税と税の適用

を除外される。   

 

第 V章：慈善基金（チャリティ）の輸入品 

 

第 104 条 

慈善基金（チャリティ）の輸入品は、実施規則に規定された規制と条件に従って、関税と

税の適用から除外される。 

 

第 VI 章：返品 

 

第 105 条 

以下の商品は関税と税の適用を除外される。 

1. 国産の商品であって、以前に国外に輸出されていたが返品されたもの。 

2. 以前に国外に再輸出されていたことが証明されている外国産の返品。ただし、再輸出の

日から１年以内に返品されるものとする。 

3. 仕上げのために、又は、修理のために一時的に輸出されていた商品については、局長の

決定に従って、そのような仕上げ又は修理によって追加された部分に相当する関税と税

が適用されねばならない。 
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大臣又は管轄当局は、本条項の受益者となるのに満たすべき条件を規定しなければなら

ない。  

 

第 VII 章：一般規定 

 

第 106 条 

a) 本局が規定する条件に従って、税関の保管所及びフリーゾーンからの輸入又は持込が、

直接的に行われようと、又は、間接的に行われようと、本章で定められた適用除外の

規定は、例外の対象とされる商品に適用される。   

b) 本章で述べられた商品に関税と税が適用されるのか、又は、除外されるのかについて紛

争が生じたとき、局長がその紛争解決に当たらねばならない。  

 

セクション IX サービス料金 

 

第 107 条 

a) 税関の構内及び保管所に置かれた商品には、保管、取り扱い、及び、保険の料金が適用

され、また、適正な料金で、商品の保管と検査に必要な他のサービスが提供される。た

だし、保管料金はいかなる場合にも、商品の見積金額の 50 パーセントを超えてはなら

ない。このような保管所が他の企業等によって運営されている場合、当該企業等はこの

関連で定められた条件と料金に従って、そのような料金を徴収することができる。   

b) 商品には、荷積み、密封、調査、及び、その他実施されたサービスの全てについて料金

が課される。 

c) 本条項で述べられたサービスと料金、及び、徴税に関する条件は、大臣又は管轄当局の

決定によって定められる。 

 

セクション X – 通関業者  

 

第 108 条 

通関業者とは、他人の取引に係わる商品を通関させるために、税関申告の作成、その署

名、税関への提出、及び、通関手続きの遂行を業とする法人又は自然人である。  

 

第 109条 

GCC 諸国の国民（自然人又は法人）は、本局から認可を得て通関手続きを業として実施す

る権利を有する。 

 

第 110条 
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輸入、輸出、又は、通過を問わず、税関での商品の申告及び税関手続きの遂行は、以下

の者によって実施される場合に認められる。 

1. 商品の所有者、又は、その認証された代理人であって、認可条件も含めて局長が定め

た要件を満たす者。  

2. 認可を受けた通関業者。 

 

第 111条 

通関業者又は商品の所有者の名前による荷渡し指図書に裏書きが行われたとき、被裏書人に

対する商品の荷渡しについて税関が何ら責任を負うことなく、税関手続きの完了が認定された

とみなされる。  

 

第 112条 

通関業者は、本規則に定める条項に従って、自らの行為について、また、その被雇用者

の行為について、輸入者、輸出者、及び、本局に対して責任を負わねばならない。   

 

第 113 条 

局長は以下の項目について指示を出すことができる。 

1. 通関業者の認可要件 

2. 通関業者の代理人に対する認可要件 

3. 税関手続き及びその代理人の認可手続き 

4. 通関業者とその代理人の義務 

5. 通関手続き事務所の開設要件 

6. 税関でその業務を行うための認可を得た通関業者とその代理人の数  

7. 通関業者の作業が許可されている税関 

8. 通関業者とその代理人を不要とするための手続き 

9. 各所の税関の間で通関業者の代理人を転属（移動）させる手続き   

10. 通関業者とその代理人に対する認可を撤回する手続き 

11. 本局の登録簿から認可が削除される場合  

 

第 114条 

本規則の第140条の規定に従って、本規則又は他の本規則（法）に定める民事罰又は刑事罰

と抵触することがない限り、局長は通関業者及びその代理人に対して、その犯した違反に相当

するいかなる罰則も課すことができる。  

1. 注意（警告） 

2. サウジリヤル（SR）5,000以下の罰金、又は、それに相当する額の他の会議国の通貨に

よる罰金 
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3. ２年以下の業務活動の停止 

4. 認可の取消し、及び、 終的に業務の禁止 

 

このような処罰に対しては、その通知があった日から 30 日以内に大臣又は管轄当局に不

服を申立てることができる。大臣又は管轄当局の決議（判決）は 終的なものである。 

 

第 115条 

通関業者は記録簿を整備し、税関が定めた条件に従って、他人の取引のために遂行した税

関処理の要約を記録しなければならない。記録簿には、税関に支払われた関税、通関業者に

支払われた料金、及び、処理に係わる他の経費も記載しなければならない。局長又は認証さ

れた代理人は、通関業者から異議を受けることなく、このような記録簿（記録）をいつでも確

認するための絶対的な権限を有する。 

 

セクション XI – 税関係官の権利と関税 

 

第 116 条 

a) 税関係官はその職務遂行において、その権限内で司法職員であるとみなされる。 

b) 任命されたとき、税関係官はその任務の種類を示す本人確認カードを与えられ、要求に

応じて提示するものとする。  

c) 税関係官は、職務の性質上必要である場合、指定された制服を着用しなければならない。  

 

第 117 条 

非軍事及び軍事に関係する当局、ならびに、国内の治安部隊は、要求があったとき、税

関係官の職務遂行のために必要な全ての助力を提供しなければならず、税関係官は他の公

的機関と協力しなければならない。  

 

第 118 条 

税関係官は、職務の性質上必要な場合、銃の携行を許される。大臣又は管轄当局は決定

によってそのような係官を指定する。 

 

第 119 条 

何らかの理由によってその職務から解除された税関係官は、自らに託された用品等をその

直属の上司に返却しなければならない。 

 

第 120条 

税関係官に認められる報奨金や手当ては、その職務の性質に基づいて局長が発行する提案
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書に基づいて大臣又は管轄当局が行う決定によって定められるものとする。そのような報奨

金や手当ては、管轄当局の承認があり次第効力を発する。 

 

セクション XII – 関税地域 

 

第 120条 

禁制品、制限品、及び、高額な関税（税）が適用される商品、ならびに、局長の決定に

よって指定されるその他の商品には、関税地域の規定が適用されるものとする。実施規則

では、当該地域の中の輸送条件、及び、必要な書類と手続きを指定しなければならない。 

 

セクション XIII - 税関事案 

 

第 I 章：密輸の捜査 

 

第 122 条 

a) 税関係官は密輸と戦わねばならない。この趣旨から、税関係官は本規則及び他の適用可

能な規則（法）の適用を受ける者を捜索し、また、商品と輸送手段を検査する権限を

有する。  

b) 女性の所持品検査は、女性の検査官のみが行うことができる。 

c) 密輸品の存在について確かな証拠が存在するとき、及び、管轄当局から許可を得た後

で、税関係官は適用可能な規則（法）に従って任意の家屋、倉庫、又は、店舗を捜索

する権限を有する。  

d) 税関係官は、その適切な職務遂行において何らかの損害が生じさせた場合でも、その

責任は問われない。 

 

第 123条 

許可を得た税関係官は、国内の港に停泊する船舶、又は、そのような港に入港し又は出

港する船舶に乗船し、貨物が荷降ろしされるまで船上に留まる権利を有し、また、船舶の

あらゆる部分を検査することができる。  

 

第 124条 

許可を受けた税関係官は積荷目録及び本規則に定める他の必要な書類を検査し、提示させ

るために、関税地域内で船舶に乗船する権利を有する。そのような書類の提出が差し控えら

れたとき、又は、そのような書類が存在しなかったとき、及び、禁制品又は密輸品の隠匿

が疑われるとき、税関係官は該当する商品を押収するために必要な全ての措置を講じるこ

とができ、また、当該船舶を 寄の税関に向かわせねばならない。   
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第 125 条 

本局は大臣又は管轄当局が定める規則に従って、税関の内外において、密輸品の捜査（探

知）のために適切な措置を講じることができる。 

 

第 126 条 

 密輸の捜査、商品の押収、及び、立証については、税関係官は以下に該当する場合、本

加盟国の領土内で全ての商品を対象として行うことができる。 

1. 陸上及び海上（海洋）の双方の関税地域において実施するとき 

2. 税関、海港、空港、及び、税関規制に定める全ての場所において実施するとき  

3.  密輸が意図されていることが明らかな状況において、当該地域内で目撃された商品につ

いて監視付きの移転を継続的に追跡しているとき、陸上及び海上（海洋）の関税地域を

超えて実施するとき  

 

第 127条 

税関係官は、犯行が明らかになったとき、直接的又は間接的に税関業務に係わるもので

あれば、いかなるものであれ文書、書類、記録、通信文、取引契約書、及び、証書を調べ、

押収する権利を有する。その実施は船荷取扱会社及び輸送会社の構内において、また、通

関業務に係わる自然人及び法人について行うものとする。そのような企業及び人は、前記の

書類の全てを、通関業務の完了日から５年間保管しなければならない。   

 

第 128 条 

税関係官は、犯行の実行、又は、未遂が疑われる者、あるいは、以下の犯行のいずれか

について犯罪に係わった者を留置することができる。 

a) 密輸 

b) 密輸品の輸送又は入手 

 

第 II 章：押収報告書 

 

第 129 条 

税関における密輸に係わる違反及び犯罪の差し押さえ調書は、本規則（法）に規定され

た実施規定に基づいて作成されねばならない。 

 

第 130 条 

違反／犯罪又は密輸が探知されたとき、差し押さえ調書は２人以上の税関係官によって

遅滞なく作成されねばならない。ただし、必要に応じて、一人の税関係官によって作成さ
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れることも許される。 

 

第 131 条 

差し押さえ調書には以下の事項を記載しなければならない。 

1. 作成された場所と日時（文字と数字で記入） 

2. 犯行を探知した税関係官、及び、差し押さえ調書を作成した税関係官の名前、それぞれ

の署名、及び、職務内容 

3. 犯行者及び密輸の責めを負うべき者の名前、それぞれの国籍、特徴、職業、及び、詳細

な住所  

4. 押収された商品、その種別と数量、価値と該当する関税表の標題 

5. 詳細な事実関係、犯行者及び密輸の責めを負うべき者の供述、及び、該当する場合、証

人の供述  

6. 差し押さえ調書が犯行者又は密輸に関係した者に読み聞かされ、内容に同意した証しと

して署名が行われたこと、又は、署名が拒絶されたことの、差し押さえ調書内の記述  

7. 有益な他の全ての書類、及び、商品一覧作成時の犯行者又は密輸の関係者の立会いの有

無 

8. 禁制品の確認のために管轄当局に押収された密輸品のサンプルが照会された事実  

9. 密輸品の送付先の機関名と受領の確認 

10. 密輸品が送付された治安機関名と送付の日時の確認  

 

第 132 条 

a) 本規則の第 130 条及び第 131 条に従って作成された差し押さえ調書は、別途立証され

ない限り、その作成者である税関係官が目撃した要件事実の証拠とされる。 

b) 差し押さえ調書に形式的な不備が存在しても、無効の理由とはされず、また、そのよ

うな不備が要件事実に係わるものでない限り、当該税関係官に戻す必要はない。   

 

第 133 条 

税関係官は、犯行又は密輸に係わる商品、及び、秘匿に使用された物品を差し押さるこ

とができ、また、密輸用途に特に設計されたものでなければ、旅客の輸送を目的とする船

舶、航空機、及び、乗合バスを除いて、いかなるものであろうと輸送手段（即ち、ボート、

車両、及び、動物）を差し押さることができる。   

 

第 134 条 

麻薬などの密輸品、又は、密輸の未遂に係わる商品は、本加盟国で施行されている法規

に従って処分されねばならない。  
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第III 章：予防的措置 

 

パート I：予防的な差し押さえ 

 

第 135 条 

a) 差し押さえ調書の作成に当たる税関係官は、犯行又は密輸の事実を立証するために、

また、関税、税、及び、手数料を確保するために、（犯行又は密輸に係わる）商品を差

し押さえることができ、かつ、関係する隠蔽手段及び輸送手段を差し押さえ、また、

全ての書類を押収することができる。 

b) 局長は、必要に応じて、管轄当局が発行した命令によって、関税、税、及び、手数料

支払の担保として、及び、 終決定及び関係する裁定の実施の保証として、犯行者又

は密輸者の資産等について仮差し押さえを執行することができる。 

 

第 136 条 

局長は、必要に応じて、また、国庫への支払保証として、関税（税）の納税者又はその

パートナーの資産等に対して関税安全保証の取り扱いを適用することができる。 

 

第 137条 

以下の状況でのみ、逮捕は許可される。 

1. 密輸品の現行犯 

2. 密輸又は税関違反に係わる差し押さえ、及び、事件関係者に係わる押収を妨げるような、

税関係官又は治安職員への抵抗  

3. 料金、罰則、又は、負わされる補償金を回避するために、関係者が逃亡する恐れがある

とき。許可を受けた税関係官、又は、治安当局は逮捕状を発行するものとする。逮捕の

時から 24 時間以内に、管轄権を有する裁判所に容疑者を引率して行き手続きを行わね

ばならない。 

 

パート II：密輸の容疑者及び犯人の国外逃亡の防止 

 

第 138 条 

局長、又は、権限を有するその代理人は、差し押さえられた商品の価値が、関税、税、

及び、手数料に充当するのに不十分であるとき、管轄当局に対して、密輸の容疑者又は犯

行者が出国するのを阻止するように要請することができる。  

 

ただし、密輸の容疑者又は犯行者が請求額に等しい保釈金を支払ったとき、又は、差し

押さえた商品の価値が請求額の充当に足るものであることがその後に判明したとき、その
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ような阻止命令は取消されねばならない。  

 

第 IV 章：税関違反と罰則 

 

第 139 条 

本規則に従って徴収された関税当局による罰金と差し押さえ品は、本局の民事補償金と

みなされ、恩赦の規定は適用されない。  

 

第 140 条 

多重違反が行われた場合は、それぞれの違反について個別に罰金が科される。また、複

数の違反が相互に関連し、分離することのできないものであれば多重犯行とされる。 

 

第 141 条 

本規則の第 142 条に定められた密輸事件を除き、また、効力を有する国際協定に抵触す

ることがない限り、本規則（法）の施行規則に従って、以下の違反行為には罰金を科す。  

1. 輸入と輸出に係わる違反行為 

2. 税関申告に係わる違反行為 

3. 通過中の商品に係わる違反行為 

4. 保管所に係わる違反行為 

5. 税関の管理地域に係わる違反行為 

6. 仮通関に係わる違反行為 

7. 再輸出に係わる違反行為 

8. 他の任意の違反行為 

 

第 V章：密輸と処罰 

 

パート I：密輸 

 

第 142 条 

密輸とは、適用可能な法律に反して、又は、本規則又は他の法律に規定された禁止又は

制限規定に反して、関税（税）を支払うことなく、商品の全部又は一部を国内に持ち込む、

又は、国外に持ち出す既遂、又は、未遂の行為を意味する。  

 

第 143条 

 特に以下の行為は密輸とみなされる。 

1. 初の通関港（税関）で商品の手続きを行わない場合。 
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2. 入出国時に商品を搬送するのに指定された経路に従わない場合。 

3. 税関において適用される規則に反して船からの荷降ろし、荷積みを行った場合、又は、

海上関税地域を越えて船からの荷降ろし、荷積みを行った場合。 

4. 空港外での航空貨物の違法な荷降ろし、荷積み、又は、飛行中の商品の投下、ただし、

本規則の第40条が適用される。 

5. 旅客が携行する商品を含めて、取引対象となり得る商品を、積荷目録がないまま持ち込

み、又は、持ち出しながら税関で申告を行わなかった場合。 

6. 入出国時に商品が申告されることなく税関を越える場合。 

7. 税関に申告されていない商品が、通常の商品の格納場所として使用されるようには設計さ

れていない場所又は空隙に隠されていたのが発見された場合。 

8. 本規則の第VII章に定められた関税が支払われていない状況において、商品が税関から運

び出された後で、荷物又は内容の数の増減、変化が発見された場合。この規定は違法に、

又は、税関手続きが完了することなく本加盟国を通過する商品に適用され、その場合、

輸送業者が責任を負うものとする。 

9. 本局が指定する証拠を提出し、関税の未払いを正当化できなかった場合。 

10. 税関手続きを完了することなく、フリーゾーンと免税店、税関の保管所、倉庫、又は、

関税地域を越えて商品を持ち出した場合。 

11. 全部又は一部について関税を回避することを意図して、あるいは、禁止又は制限規定を回

避することを意図して、虚偽の、偽造又は捏造された書類又はリストを提出した場合、あ

るいは、偽造した標章を貼付した場合。  

12. 合法的な輸入であることを裏付ける証拠を提出することなく、禁制品又は制限品を輸送

又は取得した場合。  

13. 合法的な書類をもたないで、関税地域内で税関当局の管轄下で商品を輸送又は取得した

場合。 

14. いかなる目的であろうと、一時的に輸出された輸出禁止品を再輸入しなかった場合。  

 

パート２：刑事上の責任 

 

第 144 条 

密輸について刑事上の責任を認めるには意図の存在が必要とされる。刑事規定を適用す

る際には、この責任の有無に関する決定を考慮する。特に、以下の事項は刑事上の責任に

該当するとみなされる。 

1. 主たる犯罪実行者（犯行者）であること。 

2. 犯行の共謀者。 

3. 教唆した者、及び、介入した者。 

4. 密輸品の所有者。 
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5. 密輸に使用される輸送手段の所有者、運転手、及び、手助けをした者であって、密輸に

関与したことが立証された者。  

6. 密輸品が置かれている店舗や場所の所有者、又は、借家人、あるいは、その店舗や場所

に密輸品が存在するのを承知していることが立証された受益者。  

 

パート３：罰則 

 

第 145 条 

本加盟国で適用可能な他の規則に規定された、より重い罰則と抵触することがない限り、

密輸及び類似の犯行、及び、その未遂は以下の規定に従って処罰される。  

1. 密輸された商品の関税（税）額が大きい場合、適用される関税（税）額の２倍以上かつ商

品の価値の２倍以下の罰金、及び、１ヶ月以上ただし１年以下の拘禁刑、あるいは、そ

のいずれかの処罰が適用される。  

2. 上記に該当しない商品の場合、適用される関税（税）額の２倍以上かつ商品の価値以下

の罰金、及び、１ヶ月以上ただし１年以下の拘禁刑、あるいは、そのいずれかの処罰が

適用される。  

3. 密輸された商品が関税（税）を免除された商品である場合、商品の価値の10パーセント

以上、及び、その価値以下の罰金、及び、１ヶ月以上ただし１年以下の拘禁刑、あるい

は、そのいずれかの処罰が適用される。  

4. 密輸品が禁制品である場合、商品の価値以上かつその３倍以下の罰金、及び、６ヶ月以上

ただし３年以下の拘禁刑、あるいは、そのいずれかの処罰が適用される。   

5. 密輸品の没収、又は、商品が差し押さえられなかった場合、その価値に相当する罰金。  

6. 密輸に使用されることが意図され、又は、そのために調達された場合を除いて、船、飛

行機、列車、及び、乗合バスなどの公共輸送手段を除いて、密輸に使用された輸送手

段、及び、道具や資材の没収、又は、商品が差し押さえられなかった場合、その価値

に等しい罰金。 

7. 再犯の場合、処罰は倍加することができる。 

 

第 146 条 

密輸者が逃亡し、又は、逮捕できなかったとき、局長は商品と押収した輸送の手段を留め置

くことができ、また、本規則のセクション 14 の規定に従って売却することができ、また、密

輸者が逮捕されなかったとき、売却から１年が経過した後で、その代価は政府に納入されねば

ならない。この期間に密輸者が逮捕され、又は、告訴されたとき、また、商品の没収が命じら

れたとき、没収命令は売却の代価に適用されねばならない。   

 

第 VI 章：訴追（追跡） 
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パート I：行政的訴追（追跡） 

 

第 147 条 

a) 局長は未支払の関税（税）と罰金の徴収のために必要な命令を出すことができる。 

b) 徴収命令に対する異議申し立ては、その通知があった日から 15 日以内に本局に行うこ

とができる。ただし、求められた金額を銀行保証又は現金で供託した場合を除いて、異

議申し立てによって命令（判決）の執行が停止されてはならない。 

 

第 148 条 

a)  本セクションの第５章に規定された罰金は、局長又はその認証された代理人の決定によ

って課すものとする、  

b)  犯罪者又はその代理人には、管轄当局から書面で科される罰金が通知される。犯罪者は、

通知の日から 15 日以内に罰金を払わねばならない。 

 

第 149 条 

前条で述べられた処罰命令（判決）については、その指定期間内に大臣又は管轄当局に

不服を申立てることができ、大臣又は管轄当局は、処罰命令の追認、修正、又は、取消し

を行うことができる。 

 

パート２：密輸に対する訴追  

 

第 150 条 

密輸の提訴は、局長から書面による要求があった場合にのみ、見直しを行うことができ

る。  

 

パート３：調停的裁定（和解） 

 

第 151 条 

a) 局長、又は、その認証を受けた代理人は、提訴の前であっても、審理中であっても、

また、第一審の判決が下される前であっても、当事者から書面による要求があったと

き、密輸事件について和解（裁定）を行うことができ、それをもって本規則の第 145

条に定める全ての税関罰則と罰金の適用に代えることができる。 

b) 和解裁定のマニュアル（要覧）は大臣又は管轄当局の決定によって発行される。  

 

第 152条 
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第 150 条の規定に照らして、調停的裁定（和解）については以下の条件に従うものとす

る。 

1. 密輸品は高額な関税（税）が適用される商品である場合、関税（税）の２倍以上で商品価

値の２倍以下の罰金。 

2.  それ以外の商品である場合は、関税（税）の金額以上かつ商品価値の 50 パーセント以下

の罰金。  

3. 密輸品には関税（税）が適用されない場合、商品価値の 10 パーセント以上かつ商品価値

の50パーセント以下の罰金。  

4. 密輸品が禁制品の場合、商品価値以上かつ商品価値の３倍以下の罰金。 

5. 事件に係わる密輸品の没収、引き渡し、又は再輸出（全部又は一部） 

6. 密輸に使用されることが意図され、又は、そのために賃貸された場合を除いて、船舶、

飛行機、及び、自動車などの公共輸送手段を除いて、密輸に使用された輸送手段、及び、

道具や資材の没収   

 

第 153 条 

調停が成立したとき、法的措置は放棄される。 

 

第 VII 章：責任と連帯責任 

 

第 154 条 

a) 物証が入手できる場合、犯罪が成立し、密輸の犯罪に係わる民事責任が生じるものと

する。善意又は不知は考慮されない。ただし、不可抗力の被害者であることを証明し

た場合、ならびに、何らかの犯行、又は、密輸を犯していないこと、又は、その幇助

や教唆をしていないことを証明した場合は被告の責任は免除される。 

b) 民事責任の適用対象には、犯行者と密輸者の他に、共謀者、資金提供者、後援者、受益

者、代理人、顧客、貢献者、輸送業者、所有者、及び、荷送人が含まれる。 

 

第 155 条 

侵害品又は密輸品が保管されている民間店舗及び敷地の出資者は責任を問われねばなら

ない。民間店舗及び敷地の出資者と被雇用者、ならびに、公共輸送手段の所有者、運転手、

及び、助手は、当該侵害品又は密輸品の存在を知らなかったこと、及び、直接的又は間接

的な利益に係わらないことを立証しない限り、責任を負わねばならない。  

 

第 156 条 

保証人（後援者）は、関税（税）、罰金、及び、主支払人が本局に支払うべき他の支払金につ
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いては、その保証範囲で責任を負わねばならない。 

 

第 157 条 

通関業者は、税関申告に関して、自らがなした、又は、その認証された被雇用者がなし

た犯行及び密輸について全ての責任を負わねばならない。ただし、通関業者は、税関申告

の際に提出された保証については、自らがなした場合、又は、その保証の保証人となって

いるのでない限り、責任を負わないものとする。 

 

第 158条 

商品の所有者、被雇用者、及び、商品の輸送業者は、その被雇用者及びその取引のために働

く全ての者の行為について、税関が徴収する関税と税、及び、そのような行為の結果に関して

本規則で定める罰金と没収に関して、責任を負わねばならない。  

 

第 159 条 

遺産相続人には、密輸の共謀者でない限り、（遺産相続の自己の取り分から）死亡した犯

行者が支払うべき罰金を支払うべき責任を負わせてはならない。犯行者が死亡したとき、

法的措置（訴訟）は放棄される。 

 

第 160 条 

国庫に納入されるべき資金徴収に適用される実践規定に従って、支払うべき関税、税、及

び、罰金は、犯行者又は密輸の責任を負う者によって共同して支払われねばならない。差し

押さえられた商品、及び、該当する場合、輸送手段は支払うべき金額に対する支払担保と

されねばならない。  

 

第 VIII 章：訴訟手続き規則 

 

第 161 条 

第一審の関税徴収裁判所は、各加盟国に適用可能な法的手法に従って、本局及び税関の

双方において設けられねばならない。  

 

第 162条 

 第一審の関税徴収裁判所は以下に定める管轄権を有するものとする。 

1. 全ての密輸事件、及び、類似事件に関する尋問 

2. 本規則（法）及び関係する実施規則の規定に違反して行われた全ての犯行に係わる尋問 

3. 本規則の第147条の規定に定める徴収命令に対する異議申立ての審問 

4. 本規則の第148条の規定に定める有罪判決に対する異議申立ての審査 
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5. 裁判所は、本規則（法）のもとで責任を問われる者に対して、裁判所への出頭を保証す 

6. る保証人を裁判所に伴うべきことを命じることができ、あるいは、事案処理の終了まで 

留置を決定することができる。 

 

第 163 条 

a)  第一審の関税徴収裁判所の判決に対しては、各加盟国で適用可能な法的手法のもとで

特別控訴（ad hoc appeal）裁判所に控訴することができる。 

b) この裁判所は提訴された事件を審理し、また、多数決で決定を行わねばならない。 

c) 控訴期間は、訴訟当事者が欠席したときは第一審の判決の通知日から、また、訴訟当

事者が出席したときは判決の宣告日から 30 日とする。 

 

第 164 条 

控訴裁判所が下した判決は 終的なものとする。 

 

第 165 条 

税関事案において下された判決、及び、徴収と処罰の命令は、 終的な法律上の地位が定

まった後で、犯行者の動産及び不動産に対してあらゆる執行手段を用いて実行しなければな

らない。 

 

大臣又は管轄当局は、申立てられた金額の支払に充当するために、そのような資産を対象と

して十分な金額を差し押さえるための命令を求めることができる。   

 

セクション XIV – 商品の売却 

 

第 166 条 

a)  本局は腐敗しやすい差し押さえ商品、及び、欠陥又は漏出が生じた商品、又は、他の商品

と施設の安全に危険をもたらし得る状態にある商品については売却する権利を有する。 

b)  相当の減価償却の適用を受ける差し押さえ商品は、局長又はその代理人から許可を得て

売却することができる。商品の所有者が商品の売却について通知されている場合、商品の

売却は管轄権を有する裁判所から命令を受けることなく、その商品の状態、及び、売却の

理由を示す報告書に基づいて行わねばならない。その後、商品を所有者に返却すべきとの

判決（命令）が出されたとき、適用される関税と税を差し引いた後で、売却された商品

の代価を所有者に支払わねばならない。  

 

第 167 条 

大臣又は管轄当局が指定した期間が満了したとき、本局は税関の保管所に置かれた商品、



198 
 

及び、構内又は埠頭に所在する商品、又は、税関に置き去りに去れた商品を全て売却するこ

とができる。  

 

第 168 条 

 本局は以下の商品等を売却しなければならない。 

1. 没収判決、和解、又は、権利放棄書に基づいて税関の資産となった商品及び輸送手段 

2. 本規則の第75条に従って指定された法定期間内に税関の保管所から撤去された商品  

3. 所有者が不明であり、局長又は管轄当局が指定した保存期間内に何ら請求が行われなか

った商品と物品 

 

第 169条 

本局は、本規則の規定に従って売却された商品に生じた損傷に対しては責任を負わない。

ただし、本局が売却処理において明らかな怠慢行為を行った場合は、この限りではない。  

 

第 170 条 

a.  本セクションの規定による売却は、大臣又は管轄当局が定めた規則と条件に従って、競

売で実行されねばならない。  

b.  商品、物品、及び、輸送手段は、売却手続きにおいて買い手が負担する手数料を除いて、

関税（税）及び他の税金を課されることなく売却されるものとする。  

 

第 171 条 

a) 売却の代価は以下のようにして配分しなければならない。 

1. 関税（税） 

2. 売却取り扱いの経費 

3. いかなる経費支出であろうと、本局が負担した支出 

4. 必要に応じて、輸送料金 

5. 他の料金 

b)  売却の日にその輸入が認められた商品については、本規則の（a）項に定める合計金額

を差し引いた後で、売却代価の残金は預託金として本局に寄託しなければならない。当

事者は売却日から１年以内に払い戻しを請求することができるが、請求がなかった場合

は、当該残金は国庫に移管される。 

c). 売却の日に輸入が許されない商品、又は、禁止されている商品は、残金は国庫の資産

とされる。  

d). 禁制品、制限品、又は、輸入が許されない商品、及び、和解、刑事的な命令、又は、

裁判所の判決（密輸関係）に関して売却された商品については、残金は関税、税、及び、

経費を差し引いた後で、本規則の第 172 条の規定に従って分配されねばならない。 
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第 172条 

税関の罰金に対する支払代金（金額）、及び、差し押さえられた商品又は放棄された商品

と輸送手段の価値に対する国庫の取り分は、関税（税）及び経費を差し引いた金額の 50 パ

ーセントとする。その残金は税関報褒章金、又は、税関にとって有益な他の勘定に寄託さ

れ、犯行を探知し、差し押さえた個人、及び、その支援者に支払われるものとする。その

ような褒賞金の配分規則は、局長からの提案に応じて大臣又は管轄当局が策定しなければ

ならない。  

 

セクション XV – 本局の特権 

 

第 173 条 

関税（税）、及び、徴収されるべき他の料金と税、ならびに、罰金、補償金、没収と払戻し

金の徴収目的に照らして、本局は 納税者と犯行者の動産及び不動産に対して、破産が生じた

場合でも一般的な特権を持つものとし、また、司法経費を除いて、全ての負債に対して徴収の

優先権が与えられるものとする。  

 

セクション XVI – 規定 

 

第 174 条 

過去３年以上前に支払われた関税（税）の払い戻し請求又は提訴は受理されない。  

 

第 175 条 

本局は、税関手続きの完了から５年が経過したとき、記録、受領証、申告書、及び、他

の税関書類を破棄することができる。この期間の経過後は、本局はいかなる企業等に対し

ても、そのような書類を提示し、又は、謄本を提供する義務は負わない。  

 

第 176条 

本加盟国で施行されている他の規則と法律に抵触することがない限り、起訴が行われなかっ

た場合には、本局に係わる時効期間は以下の通りとする。 

 

以下の２つの例では、15 年とする。 

a) 密輸及び類似の行為については、犯行が行われた日から 

b) 密輸事件の判決の執行、及び、類似の行為については、判決が下された日から 

 

以下の例では、請求がなかった場合、５年とする。 
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a) 犯行の捜索については、犯行が行われた日から 

b) 犯罪に課された罰金の徴収と押収については、処罰命令が発行された日から 

c) 税関の過誤によって徴収されなかった関税（税）と他の料金の徴収については、税関

申告の供託があった日から 

 

セクションXVII： 終規定 

 

第 177 条 

a) 局長は、省庁、政府機関、及び、公共機関については、その使命遂行を促進するため

に、特定の手続きから除外することができる。 

b) 局長は、没収した商品又は放棄された商品、及び、資材について、関心を有する省庁、

政府機関、及び、公共機関がその必要性を表明したとき、適切であると判断した価格

で売却することができ、又は、大臣又は管轄当局の決定によって、無料で放棄するこ

とができる。  

 

第 178 条 

GCC 諸国の Financial and Economic Cooperation Committee は本規則（法）の実施規則

を承認しなければならず、同規則は各加盟国の法的手法に従って発布される。 

 

第 179 条 

GCC 諸国統一税関規則（法）は、施行されたとき、各加盟国で施行されている憲法規則と

規制、及び、基本法の範囲内で、そのような法規に反しない限り、それぞれの加盟国で施

行されている税関規則に優先するものとする。 
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附属資料 1.8 – (UAE) 

 

アラブ湾岸諸国協力会議統一税関規則（法）実施規則(仮約) 

 

I. 関税適用における商品の価値 

 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 26 条の規定に基づいて、関税適用における商品の価値

は以下の規則と原則に従うものとする。 

 

第 1 条 

I. 一般規定 

1. 価値の 終決定が長引くようであれば、輸入者は現金の供託による関税（税）の支払後

に、商品の通関を行うことができる。 

2. 輸入者は、書面で請求を行ったとき、その商品の関税価値の決定に使用する方法に関す

る説明書を取得することができる。 

3. 輸入者、又は、関税（税）の支払に責任を有する者は、処罰を適用されることなく、決

定された関税価値に対して不服の申立てを行うことができる。 

4. 評価の趣旨に照らして、秘密情報、又は、秘密取り扱いとして提供された情報は、極秘

として取り扱われ、裁判所手続きで要求される範囲内にある場合を除いて、開示するこ

とは許されない。  

5. GCC諸国の目的港に到着するまでの船賃、保険、及び、他の関連料金は、輸入品の関税

価値に追加されるものとする。 

6. 関税（税）の支払時期は、通貨交換レートが承認された時点とする。  

7. 支払われるべき料金又は支払済みの料金の割引、又は、控除が、商品の輸入日以降に買

い手と売り手の間で行われた場合、取引価値を決定する際に、そのような割引、又は、

控除は考慮されないものとする。また、以前の積荷に係わる貸方残高は、評価中の商品

の関税価値を決定する際には考慮されないものとする。 

8. 評価協定は、本条項の解釈と適用のために参照すべきものとする。 

 

II. 関税価値の基本 

輸入品は以下の基準に従って、価値が決定される。 

1. 税関手続きのために価値決定を行う際の 初の基準は、輸入品の取引価値である。 

2. 上記の 初の基準に従って税関価値を決定できないとき、以下の代替的な方法を順次適

用することで、その決定を行わねばならない。 

a) 同一商品の取引価値 
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b) 類似商品の取引価値 

c) 控除価値 

d) 計算価値 

3. 関税価値が上記の方法で決定できない場合、評価協定の一般的な原則と条項に適合する

妥当な方法を適用することで決定しなければならない。ただし、一層柔軟な取り扱いを

行うものとする。 

4. 輸入者は、逆の順序で「控除価値」と「計算価値」が適用されるように要求することが

できる。  

 

初の方法：評価対象の商品の取引価値 

 

取引価値とは、GCC 諸国への輸出のために商品を販売したときに実際に支払われた、又は、

支払われるべき値段であり、必要な修正を加えて適用される。 

 

I: 取引価値の条件 

 

取引では以下の条件が満たされなければならない 

 

1. GCC諸国の法律で課される制限、又は、商品が再販される地域を指定する制限、あるいは、

商品の価値に実質的な影響を及ぼすことのない制限を除いては、買い手による輸入品

の使用又は処分に適用される制限は存在しないこと。 

2. 販売価格は、その価値が決定できない条件又は補償の影響を受けないこと。  

3. 客観的及び数量的なデータに基づいて、適切な調整を行うことができない限り、直接的又

は間接的に、後の段階における輸入者による商品の再販、処分、又は、使用に係わる代

価のいかなる部分についても、売り手は権利を有しないこと。 

4. 本規則（法）の第２条の第23項の規定によって、取引価値に影響を及ぼすような関係が

売り手と買い手の間に、いかなるものであっても、存在しないこと。 

 

II:取引価値の調整 

 

必要に応じて、以下の事項は実際に支払われた、又は、支払われるべき価格に追加され

るものとする。 

 

1.  実際に支払われた、又は、支払われるべき価格には含まれていない範囲で、買い手が負

担する経費 

a) 購入に係わる手数料を除き、手数料と仲介手数料の総額 
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b) 税関の取り扱いでは、評価対象の商品と併せて１つのユニットとして処理されるコ

ンテナのコスト 

c) 包装のコスト、労賃又は材料費を問わず 

2.  直接的又は間接的に輸入品の製造における使用のために、無料又は割引価格で買い手が

提供する以下の商品又は役務について、実際に支払われた価格、又は、支払われるべき

価格には含まれていなかった場合、当該商品又は役務の経費の適切なパーセンテイジ 

a) 輸入品の製造に使用される資材、パーツ、構成部品、及び、類似の物品 

b) 輸入品の製造に使用される道具、鋳型、金型、及び、類似の物品 

c) 輸入品の製造に費やされた資材 

d) 技術要素、設計、調査、グラフ、図面、及び、輸入品の製造に必要な類似の要で 

あって、GCC 諸国外で利用されたもの  

3.  実際に支払われた、又は、支払われるべき価格には含まれていない場合、評価対象の商

品を販売する条件として、直接的又は間接的に輸入者（買い手）が支払うべき、評価対

象の輸入商品に係わる使用許諾料金と権利使用料金 

1. 直接的又は間接的に販売者が支払うべき、輸入品のその後の販売、処分、又は、使用

に係わる代価の任意の部分に相当する金額 

2. 上記第１項と第２項で述べられた事項に係わる金額は、客観的および定量化可能なデ

ータに基づいて含めるようにしなければならない。  

 

第２の方法：同一の商品の取引価値 

 

GCC 諸国への輸出のために販売され、かつ、評価対象の商品の輸出と同じ時期、又は、近

い時期に輸出された同一の商品の取引価値。この適用においては、同じ流通段階及び数量

で販売されている同一の商品の取引価値を使用しなければならない。 

 

そのような取引事例が見当たらないとき、異なる流通段階及び数量で販売されている同

一の商品を、その差異を調整して使用しなければならない。そのような取引事例が見当た

らない場合、異なる流通段階及び数量で販売されている同一の商品の取引価値を使用しな

ければならない。 

 

同一の商品について複数の取引価値が見出されたとき、輸入商品の関税価値を決定する

際には、そのような価値の中の 低額を使用しなければならない。  

 

第３の方法：類似商品の取引価値 

 

GCC 諸国への輸出のために販売され、かつ、評価対象の商品の輸出と同じ時期、又は、近
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い時期に輸出された類似の商品の取引価値。この適用においては、同じ流通段階及び数量

で販売されている類似の商品の取引価値を使用しなければならない。 

 

そのような取引事例が見当たらないとき、異なる流通段階及び数量で販売されている類

似の商品を、その差異を調整して使用しなければならない。類似の商品について複数の取

引価値が見出されたとき、輸入商品の関税価値を決定する際には、そのような価値の中の

低額を使用しなければならない。 

 

第４の方法：控除価値 

 

評価対象の商品が輸入されたときに、又は、それに近い時期において、ただし、評価対

象の商品の輸入から 90 日が経過する前に、Kingdom の国内市場で も早く販売された事例

のうち、非当事者に 大の（卸売りの）数量で同一又は類似の商品が（輸入時と同じ状態

で）販売されたときの単価に従って関税価値を決定する。ただし、GCC 諸国内の仕向港に商

品が到着した後で発生する以下のコストと経費は控除されねばならない。 

1. 通常支払われている、又は、支払われるべき手数料、又は、Kingdom で販売されている

同一のクラス又は同種のクラスの輸入品に係わる一般的経費と利益の相当分として通

常追加される追加費用  

2. 国内の輸送及び保険の経費、及び、他の関連経費 

3. 関税（税） 

 

同一商品であろうと、類似商品であろうと、輸入商品が国内市場で輸入時とは異なる状

態で販売されているとき、輸入者から要求があったとき関税価値は、この方法の第１項、

第２項、及び、第３項に規定された控除に加えて、輸入に対する加工と仕上げに係わる付

加価値についても適切な控除を行うのと合わせて、輸入品がそのような加工の後で GCC 諸

国の非当事者に販売された事例の中で販売総量が 大の場合の単価に基づくものとする。 

 

第５の方法：計算価値 

 

計算価値とは、商品の原産国で発生する、以下のようなさまざまな経費の総額である。 

1. 輸入品の製造において使用された材料と生産工程、又は、他の加工処理のコスト又は価

値   

2. 輸出国の生産者がGCC諸国への輸出のために製造した商品であって、評価対象の商品と

同一のクラス又は同種のクラスの商品の販売に通常反映されるものと等しい一般的な

経費と利益の総額 

3. 上記の第１項と第２項に含まれない場合、 初の方法のII bに列挙されたコスト、及び、
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梱包のコスト  

 

柔軟な評価方法 

 

既に述べた方法によっては、輸入品の税関価値を決定できないとき、税関価値は、先の

５つの方法を再び参照して、ただし、その適用においては一層妥当な柔軟性をもって、評

価協定の規定と一般的な原則に即して、妥当な方法を用いて決定しなければならない。 

 

輸入商品は、以下の要素を基準としてその価値を決定してはならない。 

 

1. GCC諸国で製造された商品のGCC諸国における販売価格 

2. 輸出国の国内市場での商品の販売価格 

3. 低限の、随意の、又は、虚構の価値 

4. 第５の方法によって定義された計算価値とは異なる生産コスト 

5. GCC諸国以外の国への輸出における商品の価格、又は、  

6. 通関目的において、２つの代替的価値のうち高額な方の受入を提供するシステム  

 

II. 仮通関 

 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 89 条～第 94 条の規定に基づいて、仮通関は以下の条件

と手続きに従うものとする。 

 

第２条 

a) 本規則の第 89 条～第 90 条に定める商品は、実施規則に述べられたように、課された

関税（税）の徴収を一時停止して、更新を許して６ヶ月間、仮通関扱いとする。 

b) 該当する場合、関税（税）と他の税金（税）は、必要に応じて、又は、局長の指示に

基づいて、銀行によって、又は、現金保証によって確保されるものとする。 

c) 当該商品を国外に再輸出した場合、又は、フリーゾーン、税関の保管所、又は、倉庫

に供託したとき、あるいは、国内消費のために提供された場合、かつ、局長が規定し

た手続きに従って必要な関税（税）の支払があったとき、仮通関状態は終了する。 

 

大型機械と重機の仮通関 

 

第３条 

a) 市場では入手できない大型機械と重機であって、プロジェクトの完成に必要とされ、

又は、そのようなプロジェクトに関係する実用試験及び科学試験の実施に必要とされ
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る機械の仮通関は、プロジェクトの完成にもっと長い期間が必要とされない限り、更

新を許して６ヶ月間、即ち、６ヵ月後にさらに同程度の期間、ただし 長３年間を超

えない範囲で仮通関が認められる。  

b) プロジェクトがこのような規則に基づく仮通関の恩恵を受けるには、政府の利益のた

めに完成されるプロジェクトの１つでなければならず、又は、その趣旨からその完成

のためにそのような機械設備の国内搬入が必要とされる投資計画でなければならない。   

 

第４条 

a) 仮通関は、予備品、タイヤ、電池、及び、他の資材などプロジェクトの消耗品には適

用されない。   

b) 許可された機械又は装置の種別と明細は、本局から承認を得た後でなければ変更でき

ない。 

c) 機械及び装置の使用は、許可に係わるプロジェクトの完成までに制限される。 

 

第５条 

そのプロジェクトの完成に必要な機械及び装置の仮通関を申請する企業等は、以下の手

続き等を行なわねばならない。  

 

1. 実施されているプロジェクトの基本となる取引について締結された契約又は合意書の

謄本を政府機関に提出する。  

2. 仮通関において認められた書式に従って税関申告を作成し、必要な事項を全て記入し、

本規則（法）で求められる書類を添付する。申告は全ての税関手続きに従って行われね

ばならない。  

3. 税関申告の登録日に、必要な関税（税）額に等しい現金供託又は銀行保証を、仮通関手

続きの必要を満たすために提出する。  

 

仕上げ及び再輸出のための商品の仮通関 

 

第６条 

仕上げ及び再輸出目的の外国商品は、課される関税（税）の徴収を一時停止して、１年

以下の期限で本加盟国への仮通関を認められるものとする。  

 

第７条 

局長は本規則（法）の第 90 条で述べられた商品の他の種別について、仮通関のために満

たされるべき条件を定める指示を出さねばならない。ただし、仮通関の期限は６ヶ月以内と

する。  
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外国製車両の仮通関 

 

第 8条 

外国人旅行者の車両（GCC 諸国に登録された車両を除く）は、以下の条件に従って、仮通

関を認められるものとする。 

1. 自動車通関手帳（IPC）の適用を受ける車両の場合は６ヶ月 

2. IPCの適用を受けない車両の場合は、当事者が支払われるべき関税（税）額に等しい現

金供託又は銀行保証を提出したとき、３ヶ月の期間が認められ、また、同等期間の更新

が可能とする。 

 

第９条 

A). 車両に仮通関の便宜が認められるには、以下の条件が満たされねばならない。  

1. 車両は免許を受けた国で公式に登録され、その事実を証明する書類が存在すること。  

2. 車両の免許は有効であり、輸出用のナンバープレートを取り付けていないこと。 

3. 本加盟国で承認された保険会社が提供する保険であって、仮通関期間中に本加盟国

の領土で適用される保険を提示すること。 

4.   関税（税）を保証するために、認証された IPC を提示すること。 

 

B). 自己の車両について仮通関許可を望む者が本規則の受益者となるには、以下の条件を

満たさねばならない。 

1. 申請者は、車両の所有者であるか、又は、登録国で発行され、適正に認証された特

別な認可のもとで運転を許可された者であること。 

2. 自動車の登録国の国民でないとき、登録国に現実の住居を有すること。  

3. 有効な運転免許を有すること。 

 

第 10 条 

a) 本規則の条項の受益者となるには、IPC が税関当局によって承認されねばならず、また、

当該車両が仮通関を認められる期間にわたって有効でなければならない。  

b) IPC によって車両の仮通関を認められる際には、以下の手続きを遵守しなければならな

い。 

1. 仮通関許可の番号、日付、及び、期間をIPCの上に記入する。  

2. 入国及び出国の際にカルネから該当するクーポンを切り離す。  

 

第 11 条 

本加盟国の大学又は研究機関で学ぶ学生又は奨学資金資格者（GCC 諸国の国民以外）は、
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その車両が有効な IPC による保証を受けているとき、その大学在籍期間中又は奨学資金資

格期間中は仮通関の期間の更新を許される。   

 

第 12 条 

税関は本規則に定める規定に基づいて、車両に仮通関を認めねばならない。 

 

第 13条 

a) 仮通関許可証には、車両と当事者に係わる全ての事項を記載しなければならない（即

ち、プレート番号、車体番号、エンジン番号、車両の型式と色、ならびに、当事者の

名前、国籍、及び、パスポート番号）。 

b) 外国製の車両の仮通関の手続きは、税関の１つを通って車両が本加盟国を出国したと

き、又は、フリーゾーンに移管されたとき、又は、税関当局の承認に従って正規の関

税（税）を支払って国内での使用のための通関処理が行われたときに終了する。 

 

III. 商品の再輸出 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 91 条の規定に従って、本加盟国に持ち込まれた外国商

品を再輸出する際の手続き、条件、及び、保証は以下の通りとする。 

 

第 14 条 

関税（税）の支払なく本加盟国に輸入された外国商品に、再輸出を認めることができる。

以下の商品はこれに該当するものとする。   

1. 税関の倉庫から引き取られなかった輸入商品 

2. 関税（税）相当の現金又は銀行保証が行われたのと引き換えに、一時的に引渡しが行わ

れた輸入品で、引渡しの日から６ヶ月以内に再輸出が意図されている商品  

3. 仮通関手続きに従って、本加盟国に輸入された商品であって、その所有者が再輸出を意

図している商品  

4. 関税（税）徴収の一時停止に伴う取り扱いの１つにおいて、保管所に供託されている商

品  

 

第 15 条 

a) 商品の再輸出は、商品の特徴的な要素の全てを記載した再輸出申告書に基づいて行わな

ければならない。そのような申告は局長の指示に基づいて作成されるものとする。  

b) 税関の承認を受けた場合、商品の輸入者でなくても商品を再輸出することができる。  

c) 再輸出申告書には、商品の輸入に用いられた税関申告書の番号を記載しなければならな

い。  

d) 商品は統一税関規則（法）に規定された税関検査と手続きに従わねばならない。 
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第 16 条 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 97 条の規定に従って、GCC 諸国外に再輸出された外国商

品から徴収されていた関税（税）は、以下の条件に従って、払い戻されねばならない（戻

し税）。 

1. 輸出者（再輸出者）は、その名前で外国商品の輸入を行った者でなければならならず、

又は、それ以外の者であるとき、自ら商品を購入したことを税関当局に疑いの余地なく

立証できる者でなければならない。   

2. 関税（税）が払い戻されるべき再輸出商品の価値は、5,000米ドル（又は、等価の国内通

貨額）以上とする。  

3. 外国商品（日用品）は関税（税）の支払日からグレゴリオ暦で１年以内に再輸出されね

ばならない。戻し税の要求は、再輸出の日からグレゴリオ暦で６ヶ月以内に行われねば

ならない。 

4. 再輸出されるべき外国商品は、商品特定の便宜のために、また、輸入書類との突合せの

便宜のために単一の託送貨物に係わるものでしなければならない。ただし、税関当局に

対して、その出荷が同一の託送貨物の一部に該当することを疑いの余地なく証明できた

ときは、単一の託送貨物を一部積載方式で再輸出することが許される。  

5. 戻し税の要求は、GCC諸国外からの輸入後、国内では使用されず、輸入時と同じ状態に

ある外国商品について行われねばならない。 

6. 戻し税は、輸入された外国商品に実際に支払われた関税（税）額を限度としなければな

らない。 

7. 外国商品の再輸出後、また、再輸出に必要な全ての書類を検証した後で、関税（税）を

払い戻さねばならない。 

8. 承認された統一（単一の）税関申告は、関税（税）の払い戻しが行われるべき商品のGCC

諸国外への再輸出に使用されねばならない。  

9. 単一窓口の適用が行われ、また、外国商品に課される関税（税）について共通に実施さ

れる徴収と割り当てが行われたとき、このような条件は直ちに実施されねばならない  

10. このような条件は、適用されてから３年後に見直さねばならず、金融経済協力委員会は

そのような条件の解釈と改正に関する権限を有するものとする。  

11. 任意の加盟国で執行されている規則、手続き、及び、法律と抵触したとき、これらの条

件が優先するものとする。 

 

第 17 条 

a) 再輸出された商品を搬送する輸送手段は、税関封印、及び、覆い（キャンバス）、ロー

プに関する規定、ならびに、移動に適用される他の規定を受けねばならない。   

b) 商品は規定された期間内に再輸出されねばならない。 
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c) 再輸出すべき商品に課される関税（税）は、現金又は銀行保証によって保証されねばな   

らない。 

 

第 18条 

以下にあげる証拠の１つを提出したとき、再輸出申告は履行済みとされて清算され、その保

証は解除される。 

1. 出国側の税関で管轄権を有する係官が署名、捺印した再輸出申告の謄本であって、商品

が出国したことを証明するもの 

2. 管轄権を有する係官が署名、捺印した再輸出申告の謄本であって、商品がフリーゾーン

に搬入されたことを示すもの。  

3.  目的国の管轄当局が認可した陸揚げ証書であって、再輸出された商品の輸入完了を証明

するもの。 

 

IV. 旅客に属する携行品と寄贈品の例 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 103 条(b)の規定に照らして、旅客に属する携行品と寄

贈品を免除する条件は以下の通りとする。 

 

第 19 条 

旅客に属する携行品と寄贈品の価値が SR 3,000 以下の場合、又は、GCC 諸国の通貨の１

つで等価の金額の場合、関税（税）の適用は免除される。 

 

第 20 条 

この例外が適用されるには、以下の要件が満たされねばならない。 

1. 携行品と寄贈品は個人用途であり、非営利とみなされる数量であること。 

2. 旅客は頻繁に税関を出入りする旅行者ではなく、又は、その所有物を扱う商人ではない

こと。 

3. タバコの免除については、その 大限度は400本以下とする。  

 

第 21 条 

この規則の第 18 条及び第 19 条で述べられた免除規定から恩恵を受ける携行品と寄贈品

は、GCC 諸国統一税関規則（法）、及び、各加盟国の国内法規で規定された禁止と制限に関

する規定に準拠しなければならない。 

 

V. 慈善基金（チャリティ）の輸入品に対する関税（税）の免除   

 

GCC 諸国統一税関規則（法）の第 140 条の規定に照らして、チャリティの輸入品に対する
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関税（税）免除の条件と規制は以下の通りとする。 

 

第 22条 

a) 免除の受益者であるチャリティは、本加盟国の管轄当局に登録しなければならず、また、

その設立の目的は人道分野、社会分野、教育分野、科学分野、又は、宗教分野における

役務提供でなければならず、又は、他の任意の慈善的な目的でなければならない。  

b) 政治的な目的を有する協会は、関税（税）適用免除の受益者にはなれない。  

 

第 23 条 

関税（税）適用の受益者となるには、チャリティによる輸入は以下の条件を満たさねば

ならない。 

1. その定款に従って行う活動と目的に適した特徴を有すること。  

2. 免除されるべき輸入品の数量は、その慈善活動を促進するために実際に必要とされる数

量に見合ったものであること。  

3. そのような輸入品はチャリティの名前で直接輸入されるべきこと。 

 

第 24 条 

a) チャリティは、その免除の根拠となった用途以外の用途について、免除された輸入品を

処分することは許されず、また、チャリティの管理者は税関に対してその責任を負わね

ばならない。  

b) 関税（税）適用を免除された資材と備品が消費、使用された後で、チャリティがその販   

売を意図する場合、チャリティは税関当局に書面で申請を行い、必要な検査の実施後

に、販売の許可を得なければならない。  

 

第 25 条 

管轄当局は事案ごとに、チャリティの輸入品の関税（税）適用除外について、税関当局

に意見を述べねばならない。 

 

VI. 関税地域の規定が適用される商品及び同地域での輸送の条件   

 

GCC 諸国統一税関規則（法）の規定に従って、関税地域の規定に係わる商品は、以下のよ

うに取り扱われるものとする。 

 

第 26 条 

関税地域の規定が適用される商品には、税関が発行し以下の事項が記載された輸送許可

証を貼付しなければならない。  
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1. 当事者の名前 

2. 種別、数量、重量、原産地、及び、価格などの特徴的な事項 

3. 輸送手段の名称、種別、及び、数量と運転手の名前 

 

第 27 条 

A) 関税地域内での商品の所有は、税関が指定する場所を除いて禁止される。  

B) 消費目的のために関税地域内で所有が許される商品についての通常の要件は、税関当局   

の決定によって指定されねばならない。   

 

第 28 条 

関税地域の規定が適用される商品の違法な輸送、又は、関税地域内での所有または配布

は密輸とみなされる。  

 

VII. 税関違反に課される罰金 

 

統一税関規則（法）の第 142 条、第 143 条、第 144 条に抵触することがない限り、また、

その第 141 条に従って、税関違反に対しては以下の規則に基づいて罰金が課される。  

 

第 29 条 

以下の犯罪に対しては、関税（税）額以上かつその２倍以下の罰金を科す。  

1. 合法的な理由がないのに一時的に通関が認められた商品の仮通関手続きの完了、又は、

税金払い戻しから恩恵を受けた場合、その税関申告（輸出、再輸出）   

2. 積荷目録と比較して、正当な理由のない商品の増減  

3. 関税の免除又は軽減の適用を受ける資材について、税関当局の承認なく、また、関税規

則（法）の第99条、第100条、及び、第104条及び本規則によって課される関税（税）の

支払なく、その輸入の理由以外の利用、又は、交換、販売、又は、処分  

4. 関税（税）の適用が一時停止されている商品について、税関当局の承認なく、また、関

税（税）の支払なく、その輸入の理由以外の処分又は交換  

5. 関税（税）の取り戻し、又は、その未遂 

 

第 30条 

以下の違反に対しては、SR 500 以上かつ SR 5,000 以下の罰金、又は、GCC 諸国の他の通

貨で同額の罰金を科す。 

1. 輸入又は輸出に係わる条件又は制限の回避につながる可能性のある輸入者の税関申告。 

2. 価値、種別、数量、重量、寸法、又は、原産地に関する輸入者の税関申告であって、本

規則（法）の第47条の規定に従って、誤申告によって関税（税）の喪失をもたらす可能
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性のある税関申告。 

3. 通過申告に記載された経路の変更であって、本規則（法）の第71条（原文誤記）の規定

に従って本局の同意を得たものでない変更。 

4. 本規則（法）の第30条a、第36条a、及び、第38条の規定に関して、商品の積荷目録の欠

如、又は、商品に関する複数の積荷目録の不備。  

5. 通過、仮通関、又は、再輸出の申告の履行終了と清算に必要な証書の提出において、本

規則（法）の第68条の規定に従って局長が定めた条件に違反した場合。 

6. 本規則（法）の第74条と第75条の規定に従って、保管所への商品の供託について、局長

が指定した規則と条件に違反した場合。   

7. 本規則（法）の第20条、第21条、第22条、及び、第37条に従って、本局が指定した場所

以外での船舶の停泊、飛行機の着陸、又は、輸送手段の停止。   

8. 本規則（法）の第41条の規定に関して、税関当局から許可を得ることなく、港又は税関

国境から船舶、飛行機、又は、他の輸送手段が出発した場合。  

9. 本規則（法）の第32条及び第45条の規定に従って本局から同意を得ることなく、商品の

運送手段を変更した場合。 

10. 本規則（法）の第32条、第40条、及び、第45条の規定に関して、税関当局からの許可な

く、又は、税関係官が立ち会うことなく、もしくは、指定された業務時間外に船舶又は

他の輸送手段から商品の荷降ろし、又は、商品の引き揚げを行った場合。  

11. 本規則（法）のセクションXIIIの規定に従って、職務を遂行し、検査、監査、及び、審

査に係わる権利を執行する税関係官の公務を妨げた場合。この場合の罰金は、違法行為

に関与した全ての個人に科される。 

12. 本規則（法）の第115条及び第127条に規定された期間について、記録及び書類等を整備

しなかった場合。 

13. 商品の封印を破損し、又は、税関の封印を取り外した場合。 

 

第 31条 

以下の違反に対しては、SR 500 以上かつ SR 1,000 以下の罰金、又は、GCC 諸国の他の通

貨で同額の罰金を科す。 

1. 輸入時及び輸出時に積荷目録等の書類を提出しなかった場合、ならびに、積荷目録等の

書類を本規則（法）の第30条、第36条、第39条、及び、第40条の規定によって指定され

た期間内に提出しなかった場合。 

2. 本規則（法）の第31条の規定に基づいて必要とされるにもかかわらず、荷積み港で税関

当局から積荷目録の裏書を受けなかった場合。 

3. コンテナ、パレット、及び、トレーラーに関して局長が与えた指示に従って、本規則（法）

の第44条の規定に基づいて申告を行ったとき、積荷目録等の書類において、いかなる態

様であろうと、まとめられた複数の封印された荷物を単一の荷物として申告した場合。  
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4. 積荷目録等の書類に必要な事項を記載しなかった場合。 

5. 本規則（法）の第40条の規定に関して、アラブ諸国の間の郵便協定、又は、国際郵便協

定の条項に反して、認可ラベルが付されていない密封小包、又は、ボックスを郵便で輸

入した場合。  

6. 本規則（法）のもとで出された省決議、及び、指示の規定に対する他の任意の違反  

 

第 32 条 

罰金が商品価格の半分を超えない限り、期限を１日超過するごとに SR 200、又は、GCC 諸

国の他の通貨で同額の罰金を科す。この規定は、商品が移動する際に通過する税関、又は、

税関申告で規定された満期期間後に商品が発送される税関に対して、通過商品の提出が遅

れた場合、又は、再輸出が遅れた場合に適用される。 

 

第 33 条 

公共輸送機関の車両及びタクシーの入国が遅れた場合、１日遅れるごとに SR 200、又は、

GCC 諸国の他の通貨で同額の罰金を科す。ただし、罰金の金額が SR 1,000、又は、GCC 諸国

の他の通貨で同額を超えないものとする。 

 

第 34 条 

仮通関が認められた商品の再輸出について税関申告で規定された期限遵守の違反があっ

たとき、罰金額が商品価値の 20 パーセントを超えない限り、１週間の遅れにつき、又は、

１週間に満たない場合も SR 1,000、又は、GCC 諸国の他の通貨で同額の罰金を科す。旅行

者の自動車については、仮通関許可証に規定された期間が満了した後、旅行者の自動車の

価格の 10%を超えない限り、１日の遅れにつき SR 20、又は、GCC 諸国の他の通貨で同額の

罰金を科す。 
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 本冊子は、日本貿易振興機構が 2009 年 3 月現在入手している情報に基づくものであり、そ

の後の法律改正等によって変わる場合があります。また、掲載した情報・コメントは著者及び

当機構の判断によるものですが、一般的な情報・解釈がこのとおりであることを保証するもの

でないことを予めお断りします。 




