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最終更新日：2019 年 7 月 
 

アラブ首長国連邦(UAE)における外国企業の拠点形態 
 

 

1. UAEの拠点形態 

 

UAE には外資規制があり、原則として、会社の設立には現地資本が必要となるが、それでは

外資導入にとって障害となるため、外資規制の適用を除外されたフリーゾーンと呼ばれるエリ

アが、ドバイ首長国を中心に多く設置されている1。 

したがって、UAE における拠点としては、大きく分けて、外資規制を受けるフリーゾーン以

外の場所(以下｢オンショア｣という。)における拠点と、外資規制を受けないフリーゾーンにお

ける拠点とがある。 

UAE への進出を考える外国企業は、フリーゾーンへの拠点設置を検討することになるのが通

常であるが、フリーゾーン法人の場合、UAE におけるオンショアでの販売やサービス提供は

できないとされるため2、オンショアでの事業展開を企図する場合には適さないという問題が

ある。 

 

(1) オンショア拠点 

 

オンショアにおける法人のうち、商業会社法に基づくものには、以下の 5 つがある。 

(a) Joint Liability Company 

(b) Limited Partnership Company 

(c) Limited Liability Company 

(d) Public Joint Stock Company 

(e) Private Joint Stock Company 

 

各法人に関する外資規制は以下のとおりである。いずれも設立にあたり、UAE 資本が必要と

なり、また、Limited Liability Company(有限責任会社)を除き、業務執行者の全員又は過半数以

上が UAE 国民であることが要求される。 

したがって、上記の 5 つの会社形態のうち、経営権を保有する前提で進出を検討する外国企

業に適しているのは、有限責任会社となる。 

 

設立形態 特徴と外資に関連する主な制限 

Joint Liability Company • 2 名以上の無限責任パートナー(Joint Partner)から

成る会社。日本法下の合名会社に類似。 

• UAE 国民のみ出資可能。 

                              
1 UAE を構成する 7 つの首長国のうち、特にドバイ首長国においては、外資規制のないフリーゾーンが多数設

置されて、外資の積極的な誘致が図られている。中東地域のビジネスハブである UAE としては、外資規制

を撤廃して、より外国企業がビジネスをしやすい環境を整えたいところであるが、外資規制により利益を得

ている現地人の反対も根強く、現時点では外資規制を残したまま、フリーゾーンによって外資誘致を促進す

るに留まっている。もっとも、近時、外資規制を一定事業分野において撤廃又は緩和する法制が整備されつ

つあり(2017年会社法改正、2018年外国直接投資法制定)、2019年 7月 2日には、外資規制の緩和対象となる

13 分野、122 業種が公表されるなど、徐々にではあるが、外資規制の撤廃又は緩和の方向に進んでいる。 
2 但し、フリーゾーンから、通関手続を経て、オンショア事業に関するライセンスを有する UAE 法人に販売

することは可能とされる。 
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Limited Partnership Company • 1 名以上の無限責任パートナー(Joint Partner)と 1

名以上の有限責任パートナー(Silent Partner)から

成る会社。日本法下の合資会社に類似。 

• 経営権を有する無限責任パートナーは UAE 国民

のみ。 

Limited Liability Company • 有限責任会社。日本法下の合同会社に類似。 

• UAE 資本 51％以上。出資者 1名以上 50 名以

下。 

Public Joint Stock Company • 公開株式会社。 

• UAE 資本 51％以上。株主最低 5 名。取締役会議

長と取締役の過半数は UAE 国民。 

Private Joint Stock Company • 非公開株式会社。 

• UAE 資本 51％以上。株主最低 2 名。取締役会議

長と取締役の過半数は UAE 国民。 

 

 また、外国企業は、オンショアに支店又は駐在員事務所を設置することもできる。 

 

(2) フリーゾーン拠点 

 

UAE に数多く存在するフリーゾーンは、それぞれ特別な法令に基づいて設置、運営されてお

り、フリーゾーンに設立される法人は各フリーゾーンの規則に服する。すべてのフリーゾーン

において、外資規制はなく、外資 100％所有の法人を設立できる。 

また、フリーゾーンにおいても、外国企業の支店又は駐在員事務所の設置は可能である。 

 

以上より、一般の外国企業が、UAE への拠点設置にあたり、通常検討すべき会社形態は、以

下となる。 

(a) オンショア有限責任会社 

(b) オンショア支店 

(c) オンショア駐在員事務所 

(d) フリーゾーン会社 

(e) フリーゾーン支店 

(f) フリーゾーン駐在員事務所 

 

2. 各拠点形態の概要 

 

(1) 有限責任会社(Limited Liability Company：LLC) 

 

有限責任会社は、外国企業がオンショアに法人を設立する場合に最も一般的な設立形態であ

る3。 

 

有限責任会社の主な特徴は以下のとおりである。有限責任会社は、最低資本金の要求がない

こと、株式会社の場合と異なり、業務執行者に UAE 国民が要求されていないこと、損益の負

担割合について柔軟な合意が可能であることが主な利点である。 

                              
3 但し、銀行、保険、投資業務については、株式会社(Joint Stock Company)でなければならず、有限責任会社で

は行えない。 
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▪ 出資者は最低 1 名、最大 50 名。 

▪ 最低資本金はない。 

▪ UAE 国民による出資が 51％以上必要。 

▪ 公募増資は不可。 

▪ 経営権は Manager が有するが、Manager は UAE 国民でなくても良い。 

▪ 損益の負担割合について出資比率に関わらず、柔軟な合意が可能。 

▪ 現地の監査人の任命が必要。 

なお、有限責任会社も現地資本を 51％以上要求する外資規制に服するが、UAE 出資者の資

金を外国企業が拠出することにより、実質的に外資を 100％とすることが広く行われている。

この場合、UAE 出資者は、一定の報酬と引き換えに、議決権その他の権限の行使を外国出資

者に委託し、配当受領権も外国出資者に与えることが多い。こうした合意は、設立時に一連の

付帯契約によりなされるが、UAE 出資者と紛争になる場合に、効力を争われる可能性は残

る。 

 

UAE においては、会社設立にあたり、事業活動に応じたライセンスを取得する必要がある

が、有限責任会社を含むオンショア法人の設立及びライセンス発行は、UAE 連邦政府の機関

ではなく、各首長国の経済開発局(Department of Economic Development)が管轄する。  

例えば、ドバイ首長国の経済開発局において発行されるライセンスは以下のように分類され

る。 

(a) 商業ライセンス(Commercial License) : 商取引業を許可 

(b) 専門ライセンス(Professional License) : サービス業、知的産業等を許可 

(c) 工業ライセンス(Industrial License) : 製造業を許可 

(d) 旅行業ライセンス(Tourism License)：旅行業を許可 

ライセンス申請時には、アクティビティと呼ばれる細分化された事業分野を選択する必要が

あり、法人は、取得したライセンス上のアクティビティに応じた事業活動のみを許容されるこ

とになる。 

さらに、一部の事業分野については、経済開発局のライセンスに加えて、連邦政府機関や当

該首長国の他の機関の承認も必要となる(例えば、製造業は経済省、医療産業は保健省、通信

業は通信規制庁など)。 

なお、①巡礼(ハッジ及びウムラ)に関するサービス、②労働者供給業、③商業代理店業、④

一定の社会活動(障害者のためのケアホーム・リハビリセンター、老人ホーム、老人クラブ、

ソーシャルサービスセンター、特定の社会活動を目的とした事務所又はセンター)、⑤印刷

所、出版所の設置、新聞、雑誌の発行を含む文化活動及び⑥法廷弁護士については、UAE 国

民又は 100％UAE 資本の会社しか行えない事業とされている。 

 

(2) オンショア支店 

 

支店は、本社である外国企業と同一法人であり、その設置にあたり、資本金拠出の必要が

ない。 

設置及びライセンス発行は、オンショア法人の場合と同様、各首長国の経済開発局が管轄

するが、経済省への登録も必要である。 

資本金拠出が不要な支店の場合は、その設置にあたって、UAE 出資者は必要ないが、UAE

国民又は 100%UAE 資本の法人による｢サービス代理人｣(Service Agent、一般に｢スポンサー｣

と呼ばれる。)を選任しなければならない。 
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スポンサーは、支店のライセンスの取得・更新、支店従業員のビザ取得・更新など、政府

機関に関連する事務を代行する者とされる。出資者ではなく、あくまで上記事務の委託を受

けている者にすぎないため、支店の運営に対する権利は一切持たないが、事務手続の対価と

して、一定の報酬を受ける。 

スポンサーは、有限責任会社の場合の現地出資者と異なり、法人に対して報酬請求権以上

の権利は持たないが、(通常、事務負担に比して大きな)経済的利益を享受できる立場にある

ため、スポンサーとの間の契約の更新、終了に際して、スポンサーとの間で紛争が生じる可

能性がある点には留意が必要である。 

なお、支店の活動は、まず、本社たる外国企業の事業活動の範囲に限定されるが、さらに、

支店がライセンス上許容される事業活動は、現地法人の場合より限定され、前記の UAE 国民

又は 100％UAE資本の会社に限定される業務に加え、トレード(商品の輸出入・販売)及びそれ

に関連する事業4並びにレストラン、カフェ及びケータリング事業を行うことはできないとさ

れる。 

 

(3) オンショア駐在員事務所 

 

駐在員事務所は、支店と同様、本社である外国企業と同一法人であり、設置にあたり、資

本金拠出の必要はない。支店と異なり、駐在員事務所自体が商取引を行うことはできず、許

容される活動は、市場情報収集・提供、当該企業の製品・サービスの販売促進、当該企業の

顧客との関係向上等の活動に限定される。なお、不動産の賃借、銀行口座開設、従業員の雇

用等の駐在員事務所のための契約締結は許容される。 

他の形態同様、設立及びライセンス発行は各首長国の経済開発局が管轄する。支店と同様、

経済省への登録が必要であり、また、現地スポンサーの選任も必要である。 

 

(4) フリーゾーン会社 

 

フリーゾーンでは、100%外国資本による法人の設立が可能であり、また、支店・駐在員事

務所の場合のスポンサーも不要であるため、多くの外国企業がフリーゾーン内に会社を設立

している。 

UAE、特にドバイ首長国には、多くのフリーゾーンがあるが、オンショア拠点の場合と同

様、フリーゾーンにおいても、拠点設置に際して、その事業活動に応じたアクティビティを

選択して、ライセンスを取得する必要がある。 

フリーゾーン拠点の設置及びライセンス発行は、各フリーゾーン当局が管轄するが、設置

可能な拠点形態や要件、ライセンスの種類や許容される事業活動は、各フリーゾーンによっ

て異なる。 

 

JAFZA 

 

1985 年に UAE で初めて設置された代表的なフリーゾーンであり、日系企業が最も多く拠点

を置いているジュベル・アリ・フリーゾーン(Jebel Ali Free Zone : JAFZA)で設置可能な拠点形

態は、以下の 3 種類である。FZE と FZCO の違いは出資者数であり、FZE は出資者が 1 名の

会社であり、FZCOは出資者が2名以上の会社である。両者は、株主総会の要否が異なり(FZE

では不要。)、また、FZE の方が出資者数が少ない分、運営負担とコストが軽いのが通常であ

                              
4 但し、当局の裁量により、許可され得るものもある。 
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る。なお、JAFZA では最低資本金が廃止され、代わりに出資者により「ライセンス･アクテ

ィビティを行うに十分な金額」が資本金として決定されることとなっている。 

(a) Free Zone Establishment (FZE)  

(b) Free Zone Company (FZCO)  

(c) 支店 

 

JAFZAにおいては、以下のライセンスが取得できる。 

(a) 商業ライセンス(Trading License) : 

ライセンス上に記載される特定の製品の輸出入、販売及び保管を行うことができる。製

品を限定せず、製品一般について、輸出入、販売及び保管を行える一般商業ライセンス

(General Trading License)もある。 

(b) サービスライセンス(Service License) : 

ライセンス上に記載される特定のサービスを行うことができる。 

(c) 工業ライセンス(Industrial License) : 

原料輸入、製造、完成品輸出を行うことができる。 

(d) 国民工業ライセンス(National Industrial License) : 

可能業務は、工業ライセンスと同様だが、UAE 又は他の GCC 諸国の国民による出資が

51 %以上で、更に製品付加価値が 40% 以上となる企業が取得できる。このライセンス

を取得すると輸出入において UAE 企業と同じ位置づけを与えられるとされるが、実際

の扱いについてはドバイ税関の運用を確認する必要がある。 

 

DAFZA 

 

また、同じく代表的なフリーゾーンであり、日系企業が多く拠点を置いているドバイ空港

フリーゾーン(Dubai Airport Freezone : DAFZA)で設置可能な拠点形態は、以下の 2 種類である。

Freezone Companyの最低資本金は AED1,000(約 3 万円)であるが、General Trade License を取得

するためには、AED500,000(約 1,500万円)が必要となる。 

(a) Freezone Company (FZCO/FZ-LLC) 

(b) 支店 

 

DAFZA においては、以下のようなライセンスが取得できる。デュアルライセンスは、最近

導入されたもので、オンショアで事業活動を行えないはずのフリーゾーン会社にそれを可能

にする画期的なライセンスである5。 

(a) 商業ライセンス(Trading License) : 

ライセンス上に記載される特定の製品の輸出入、販売及び保管を行うことができる。

酒、煙草以外の製品の輸出入、販売及び保管を一般的に行える一般商業ライセンス

(General Trading License)もある。 

(b) サービスライセンス(Service License) : 

ライセンス上に記載される特定のサービスを行うことができる。 

(c) 工業ライセンス(Industrial License) : 

軽工業、包装及び組立てを行うことができる。 

(d) 電子商取引ライセンス(E-Commerce License) : 

                              
5 オンショアで事業活動を行うために別途ドバイ経済開発局のライセンスを取得する必要がある。現在、ドバ

イ国際金融センター(Dubai International Financial Centre：DIFC)、DAFZA等一部のフリーゾーンでのみデュア

ルライセンスの利用が可能である。 
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電子ネットワーク上での商品取引やサービスを行うことができる。但し、対象商品の

輸出入やオンショアでの流通は当該業務に関するライセンス保有者を介さないと行え

ない。 

(e) デュアルライセンス(Dual License) : 

フリーゾーン会社がオンショア事業を行うために、ドバイ経済開発局の発行するライ

センスを取得することを可能にするライセンス。別途経済開発局からライセンスを取

得することで、オンショアでの事業活動が可能になる。 

 

(5) フリーゾーン支店 

 

フリーゾーン支店も、オンショア支店の場合と同様、本社である外国企業と同一法人であ

り、設置にあたり、資本金拠出の必要はない。 

フリーゾーン支店の場合は、オンショア支店の場合に要求されるスポンサーは不要である。 

フリーゾーン支店の場合も、支店の活動は、本社たる外国企業の事業活動の範囲に限定さ

れ、また、取得するアクティビティの範囲に限定されるが、フリーゾーンの場合は、基本的

に、現地法人(FZE、FZCO 等)の場合と支店の場合で、取得可能なアクティビティに差はない。 

 

(6) フリーゾーン駐在員事務所 

 

フリーゾーン駐在員事務所も、オンショア駐在員事務所の場合と同様、本社である外国企

業と同一法人であり、設置にあたり、資本金拠出の必要はない。フリーゾーンに駐在員事務

所を設置する場合、通常、拠点形態としては支店を選択し、ライセンスにおけるアクティビ

ティで駐在員事務所(representative office)を選択することになる。 

フリーゾーン支店同様、フリーゾーン駐在員事務所の場合も、オンショア駐在員事務所の

場合に要求されるスポンサーは不要である。 

駐在員事務所として許容される活動について、フリーゾーンに独自のルールは通常ないが、

オンショア駐在員事務所の場合と同様、駐在員事務所自体が商取引を行うことはできず、許

容される活動は、市場情報収集・提供、当該企業の製品・サービスの販売促進、当該企業の

顧客との関係向上等の活動に限定されると考えられる。 
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