
クウェートの National Offset Company（NOC）から入手した同プログラムのガイドラインを，

日本語に翻訳しましたのでご紹介いたします。

なお，この翻訳は仮訳です。ご利用になる場合は，英語版もご覧下さい。

（http：／／www．kuwaitnoc．com／pdf／GuidlinesNo９（English）．pdf）

クウェート オフセット・プログラム No．�－２００７ガイドライン

用語説明・定義

（用 語） （定 義）

オフセット 政府機関が外国事業体との間で締結した KD３百万以上の軍需契約およ

び KD１０百万以上の民生契約に賦課される義務

オフセット義務査定額 以下の場合，その金額を控除後の供給契約金額の３５％相当額。

�クウェート企業と締結した下請負契約
�当該供給契約に関連して行われるクウェート国産商品およびサービス
の購入

�オフセット対象の合弁事業におけるクウェート側の出資額
�以下のいずれか，または全ての結果として生じたオフセット・クレジ
ットの残額：

銀行保証費用の支払い，当初契約の範囲外である国産商品およびサー

ビスの調達，以前に獲得したオフセット・クレジット（将来的オフセ

ット・クレジット）の繰越し，その他のオフセット・クレジット。

乗 数 オフセット義務を負う外国企業による，オフセット・プログラムの目的

に適うプロジェクトへの投資を誘致する目的で導入された報奨金システ

ム。このシステムにより，当初のオフセット義務査定額は，当該オフセ

ット・プロジェクトの指定乗数に相当する比率で減額される。

「クウェート オフセット・プログラム

No．�－２００７ガイドライン」について

産油国投資促進及び投資環境整備関連
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副乗数 オフセット・プログラムの主要な３つの経済目的（技術移転，クウェー

ト人の雇用創出，クウェート人に対する教育および訓練機会の提供）の

それぞれを，オフセット・プロジェクトが達成することに対する見返り

として定める乗数。

合計オフセット・

プロジェクト乗数

オフセット・プロジェクトに対して定めた副乗数の合計値。オフセッ

ト・プロジェクトにおける，オフセット・プログラムの主要な３つの経

済目的（技術移転，クウェート人の雇用創出，クウェート人に対する教

育および訓練機会の提供）の達成度を示す。

オフセット開始日

または義務の発効日

供給契約締結日と同一日，または供給契約の発効日，または契約履行開

始日。

オフセット・クレジット オフセット・プロジェクトの投資額に，当該プロジェクトに付与された

オフセット乗数を乗じて算出する。このオフセット・クレジットと同額

だけオフセット義務を相殺することができる。

将来的オフセット・

クレジット

オフセット・プロジェクトから生じるオフセット・クレジットが当該外

国企業のオフセット義務査定額を上回る場合に獲得する。

オフセット・クレジット

の残額

オフセット義務を負う外国企業による全ての行為から発生するオフセッ

ト・クレジットの合計。これには，以下のいずれか，または全てが含ま

れる：

オフセット・プロジェクトへの投資，銀行保証費用の支払い，当初契約

の範囲外である国産商品およびサービスの調達，以前に獲得したオフセ

ット・クレジット（将来的オフセット・クレジット）の繰越し，その他

のオフセット・クレジット。

オフセット義務相当額 オフセット・プロジェクトの投資額に，当該プロジェクトに付与された

乗数を乗じて算出する。これは，当該プロジェクトへの投資から発生す

るオフセット・クレジットの合計に等しい。

銀行保証 以下のいずれかが存在する場合には，その金額の控除後の，供給契約純

額の６％相当額。

�クウェート企業と締結した下請負契約
�当該供給契約に関連して行われるクウェート国産の商品およびサービ
スの購入

�オフセット対象の合弁事業におけるクウェート側の出資額
�以下のいずれか，または全ての結果として生じたオフセット・クレジ
ットの残額：

銀行保証費用の支払い，当初契約の範囲外である国産商品およびサー
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ビスの調達，以前に獲得したオフセット・クレジット（将来的オフセ

ット・クレジット）の繰越し，その他のオフセット・クレジット。

外国供給者 本ガイドラインに定義した外国契約者に等しい。

供給契約 外国契約者と，様々な政府組織または独立系政府機関との間で締結した

契約。軍需契約または民生契約のいずれの場合もある。

購入者 外国契約者と契約を締結した政府組織を意味する。

第三者 国営オフセット会社による承認後，自身に代わってオフセット義務を履

行させるために，外国契約者が指名する外部の独立的当事者を意味する。

起業家 事業を革新的に開始し，経営する実業家。

コーポレート・

ガバナンス（企業統治）

民間企業に適用される監査，統制手段および手続きの活用を通して，国

営オフセット会社の経営および経済効率を改善することを目的として導

入された，同社の上級経営者，取締役会，株主およびその他の利害関係

者の関係を組織化するシステム。

損益分岐点 売上と費用が同額となり，利益も損失も発生しない生産水準または稼働

水準。

付加価値 オフセット・プロジェクトがクウェート経済に与える経済効果を測る尺

度。プロジェクトで生産する最終製品の金額から生産過程で投入する原

材料費を差し引いた差額に等しい。

クウェート オフセット・プログラムのガイドライン

１－はじめに

１．１ クウェート国政府は，外国事業体（企業または政府）との契約を通した商品およびサービスの

取得を含む，民生ならびに軍需調達計画を管理している。クウェート国政府は，この調達計画の

下で，外国契約者を奨励し支援するプロジェクトの創設と発展を促し，外国契約者がクウェート

民間企業との間で，有意義な短期的および長期的な業務提携を開始ならびに促進することを目的

として，クウェート・オフセット・プログラム（「オフセット・プログラム」）を策定した。

１．２ オフセット・プログラムは，クウェートにおける外国契約者の事業を支援することにもなるた

め，外国契約者にとっても有益となり得る。オフセット・プログラムは，外国契約者がクウェー

トの業務市場に関する知識と理解を高めることにも役立つ。また，クウェート国籍の提携企業と

の戦略的提携の確立と発展へ向けた外国契約者の取り組みを促進することにより，クウェート国

内および湾岸地域で事業機会を拡大することにもつながる。
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１．３ 国営オフセット会社（NOC）は，２００６年３月２８日に設立契約が締結され，国営の株式非公開会

社とすることが定められている。商業登記番号は１１４２５７である。NOCは，クウェート政府（財務

省）に代わりオフセット・プログラムの実施を管理・運営し，その過程において，国内事業体と

外国契約者の持続的な提携およびパートナーシップの促進を図ることを主たる業務とする。

１．４ NOCは，オフセット・プログラムの管理を受託する管理契約をクウェート財務省と締結し，そ

の後財務省に代わり２００６年９月２日に事業を開始した。

１．５ 管理契約に基づき，NOCは，現行のガイドラインに従い，オフセット・プログラムの運営およ

び実施を管理する。現行のガイドラインは，定款に明記された NOCの設立認可状および委任契

約を詳細かつ広範に説明するものである。

なお，本ガイドラインは，実施過程において適応性の改善と最適化を図るために定期的に見直し

を行う。ガイドラインの更新，変更または修正は全て，NOCのウェブサイト www．kuwaitnoc．com

で公表する。

２－クウェート・オフセット・プログラムの目的

オフセット・プログラムは，以下の目的の達成を目指すものである。

外国企業との長期的関係および事業の促進を通じて，クウェート国の健全かつ持続可能な経済利

益を実現する。特に，民間部門と協力して実施するプロジェクトで，かつ以下に掲げるオフセット・

プログラムの主要３目的の達成に寄与するものを重視する。

ａ－適切な先進技術をクウェートに移転するプロジェクトを促進し，その国内経済への統合およ

び適用を促す。

ｂ－専門教育および職業訓練の向上に寄与するプロジェクトを促進する。

ｃ－高度な技術を要する専門的職業におけるクウェート国民の雇用創出と，それらの職業の発展

に寄与するプロジェクトの奨励および支援を行う。

３－NOCの組織構造および方針

３．１ 国営オフセット会社（NOC）の組織構造は，以下の部門で構成される。

ａ－取締役会：クウェート国内の公的機関および非公的機関を代表する５名で構成され，その中

から取締役会によって議長が選任される。

ｂ－ゼネラルマネージャー：取締役会によって任命され，NOCの日常業務の運営にあたる。

ｃ－管理部門，財務部門，運営部門。

３．２ 図１は NOCの組織構造の骨子を示す。各部門の担当者の氏名および役職名は，NOCのウェブ

サイト www．kuwaitnoc．comで公表される。
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取締役会�

内部監査�

法務部門�義務者委員会�

ゼネラルマネージャー�

コンサルタント部門�

事業支援部門� 企画部�

移行・変更管理委員会�

プロジェクト部門�

図１：NOCの組織図

NOCの組織構造および各部門の担当業務の詳細については，付属書類�を参照。

３．３ NOCの方針は，定款ならびに財務省との管理契約ならびにクウェート国の法律，規則および規

制に従い，その義務と責任を履行することである。委任された業務を，効率的かつ効果的に実行

することにより，NOCは，卓越した管理手法の実現を目指して，高い水準および高い専門性をも

ってオフセット・プログラムを確実に管理する。NOCは，外国契約者と国内事業体との協力を促

進し，支援するために，最先端のシステムと手順を採用する。また，あらゆる適切な支援を外国

契約者に提供し，外国契約者によるオフセット義務の完全履行を援助する。さらに，クウェート

国内起業家からオフセット投資の提案を受け付け，その提案の評価および査定を行い，そのプロ

ジェクトを共同で実施できるよう外国契約者とクウェート国内起業家の関係を取り持つことに

より，クウェート国内起業家がオフセット・プログラムの恩恵を受けられるよう支援することが

できる。ただし，NOCは，クウェート国内起業家に上記サービスを提供することについては，そ

の起業家に対し如何なる責任も負わない。

４－外国契約者およびオフセット義務

４．１ 外国契約者の定義

オフセット・プログラムにおける外国契約者とは，以下の条件のいずれかを満たす政府または（営

利目的である）民間の事業体とする。

ａ－契約（「供給契約」）に基づき，クウェート政府に対する商品とサービスのいずれか，または

両方の供給義務を直接負う，クウェートで登記または法人化されていない外国法人。

ｂ－供給契約の当事者である外国法人で，国内法人がその代理人または法律上の代表者を務める

ものの，当該供給契約に基づき，供給契約の履行に引き続き完全な責任を負う外国法人。

ｃ－クウェート政府との供給契約を共同で締結することを目的に，外国法人と国内法人が組成し

た合弁事業。

ｄ－上記条件のいずれにも該当しないが，NOCが外国契約者と見なした法人。
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４．１．１ 外国契約者の例

�クウェート国防省に対する商品とサービスのいずれか，または両方の供給契約の当事者である
外国企業または外国政府。

�電力・水省との間で第二当事者として供給およびサービス契約を締結する外国企業。
�国内事業体が代理人または法律上の代表者を務める，供給契約の当事者である外国事業体。
�クウェート政府組織または権限を有する国内もしくは国際的な代表者との間で締結した供給契
約の主たる契約当事者である外国契約者，または外国政府と国内事業体との間で組成した共同

事業。

�下水処理プラント建設，廃棄物処理，リサイクルプラント，または主要中央集中型公益サービ
スなど，元来の範囲の作業またはサービス（当該契約に基づき提供されるもの）の全てまたは

大半を外国契約者が実施する場合の供給契約に基づく商品およびサービスの外国供給者。

�防衛設備およびサービスの供給に関する政府間の直接合意の結果，契約が認められた防衛設備
およびサービスの供給者。

４．１．２ 外国契約者に該当しない事業体の例

�非産業関連の建設事業に関する契約を締結する外国事業体（外国企業または外国政府組織）。こ
のプロジェクトの例として，道路，インフラ，政府建物および学校の建設などが挙げられる。

�直接または国内代理人あるいは販売者を経由しているか否かを問わず，商品のみを（本船渡し
条件で）供給する外国事業体，または元来の範囲の事業もしくはサービスの全てまたは大半を

国内事業体が実施する場合の外国事業体。

�クウェート政府組織が締結した全ての「官民協働（PPP）」契約。

４．２ オフセット義務者の定義

以下のカテゴリーに該当する供給契約を締結した外国契約者は，オフセット義務者となる。

ａ－クウェート国内または国外を問わず，防衛および安全保障分野に関連したクウェート政府

への供給契約（国防省，内務省，国家警備隊等との契約）で，全体または修正後あるいは拡

大後の総額が，KD３百万以上の供給契約。

ｂ－クウェート国内で外国契約者が契約当事者となる，民生部門（すなわち，防衛および安全

保障分野に関係しない）に関連したクウェート政府への供給契約で，全体または修正後ある

いは拡大後の総額が，KD１０百万以上の供給契約。

４．３ オフセット義務

上記４．２に従って外国契約者がオフセット義務者とみなされる場合，当該外国契約者はオフセット

義務を課される。

オフセット義務査定額は，供給契約の合計金額の３５％相当とする。ただし，以下の控除を前提と

する。

非軍需（民生）契約に関するオフセット義務査定額を算定する場合，NOCは，当該契約の事業範

囲および要件を審査のうえ，当該契約総額からの以下の金額の控除を検討する。
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�供給契約であらかじめ定められた規定および義務に合わせ，クウェートの事業会社に割り当て
た下請負契約の金額。

�供給契約であらかじめ定めた通り，クウェート国内で調達した商品とサービスのいずれか，ま
たは両方の金額。

NOCは，供給契約が締結され，上記取引の確認書類と共に，関係するクウェート政府機関が発行

したその信憑性を確認する文書を受領した場合に限り，クウェート企業に割り当てた下請負契約と，

国内商品およびサービスの金額のいずれか，または両方を供給契約総額から控除することを検討す

ることができる。NOCが当該控除を承認した場合，オフセット義務者は，「オフセット義務減額に関

する確認保証書」（付属書類�の書式による）の NOCへの提出を求められる。この確認保証書に従

い，オフセット義務者は，オフセット義務の減額が認められたこと，およびオフセット義務者が実

際に権利を有する減額幅が，この認められた減額幅を下回ることが後に明らかになった場合には，

オフセット義務者はその差額を精算する義務を負うことを確認する。

また，NOCは，オフセット義務者に付与された以下のようなオフセット・クレジットをオフセッ

ト義務査定額から控除する。

�銀行保証費用に対して付与されたオフセット・クレジット（９章を参照）。
�契約後オフセット・クレジット（７．２．１を参照）。
�契約前オフセット・クレジット（７．２．２を参照）。

クウェート国内法人と外国法人が設立した合弁事業が，クウェート政府と供給契約を締結し，こ

れがオフセットの対象となる場合は，その合弁事業に対するクウェート国内法人の出資比率相当額

をオフセット義務査定額から控除することを検討できる。ただし，この控除は，その合弁事業に対

するクウェート国内法人の一定比率の出資が確認かつ証明され，さらに以下の条件が満たされた場

合に限り認められる。

�合弁事業に対するクウェート国内法人の出資比率が３０％を超えない。
�NOCが，合弁事業に対するクウェート国内法人の出資比率相当額をオフセット義務査定額から

控除することを決定した場合，その合弁事業は，当該供給契約に関連してクウェート国内企業

と締結した下請負契約に対応する追加的控除を申請してはならない。

したがって，民生契約（非軍需）に関するオフセット義務の金額は，以下の通りに算出する。

OOV＝０．３５×（MVC－MVLGS）－OC

算式中の各項は以下の通りである。

OOV ：オフセット義務査定額

MVC ：供給契約金額
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n

i＝１

MVLGS：クウェート国内法人が締結した下請負契約金額，国産商品およびサービス相当額，ま

たはクウェートと外国の合弁事業におけるクウェート国内法人の出資比率相当額

OC ：７章に記載した通り，オフセット義務者が獲得したオフセット・クレジット

軍需契約に関するオフセット義務査定額の算出方法は，以下の通りとする。

OOV＝（０．３５×MVC）－OC

オフセット義務査定額は参考値であり，絶対的な義務金額ではない。絶対的な義務金額は，オフ

セット義務者がオフセット・プロジェクト案を NOCに提出し，承認を求めた後に決定する。

４．４ 義務の発効日

外国契約者のオフセット義務は，供給契約締結日に発効する。

５－オフセット義務の履行

オフセット義務者は，本ガイドラインに記載した手続きに従い，NOCが承認した１件または複数

のオフセット・プロジェクト（「本プロジェクト」）を選択または提案することにより，オフセット

義務を履行しなければならない。NOCは，本ガイドライン７．１に定めた乗数を各々の本プロジェクト

に付与する。この乗数によりオフセット義務相当額（MEOOV）の絶対額が決定される。オフセット

義務相当額（MEOOV）は以下のように計算する。

MEOOV�＝OPI�×OPM�

算式中の各項は以下の通りである。

MEOOV�：本プロジェクト�のオフセット義務相当額
OPI� ：本プロジェクト�の投資額
OPM� ：本プロジェクト�のオフセット・プロジェクト乗数

全てのオフセット義務相当額（MEOOV）の合計が，オフセット義務査定額（OOV）に等しくなっ

た時，オフセット義務が履行されたとみなされる。すなわち，

If OOV＝MEOOV＝∑（MEOOV�）

nは，オフセット・プロジェクトの合計数を表す。
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オフセット義務相当額（MEOOV）がオフセット義務査定額（OOV）を下回る場合，オフセット義

務者は，追加的なオフセット・プロジェクトを選び，オフセット義務を完全履行しなければならな

い。これとは反対に，オフセット義務相当額（MEOOV）がオフセット義務査定額（OOV）を上回る

場合，オフセット義務者は，超過額に対するオフセット・クレジット（OCpostC）を獲得する。このオ

フセット・クレジットの取扱いは，本ガイドライン７．２で説明する。

６－オフセット・プロジェクト

オフセット・プロジェクトは，外国契約者が NOCに基本計画書を提出し初期認可を申請した時

点で開始する。

供給案件の落札後，NOCと当該外国契約者またはその正式な代表者は，契約締結前にオフセット

義務の履行方針を定めた合意覚書に署名する。合意覚書には，オフセット義務者がその義務を履行

する方法を記載するものとする。合意覚書への署名は，供給契約締結日前のいかなる時点でも行う

ことができるが，契約締結日までに行わなければならない。

６．１ 直接的オフセット・プロジェクトおよび間接的オフセット・プロジェクト

オフセット義務者は，直接的オフセット・プロジェクトまたは間接的オフセット・プロジェクト

を提案することにより，その義務を履行することができる。

直接的オフセット・プロジェクトとは，供給契約，技術ライセンスまたはクウェート国内での原

製品の合弁生産等の方法を通じ，外国契約者がクウェート政府機関を支援するプロジェクトをいう。

直接的オフセット・プロジェクトには，販売者が製品供給に参加することによる購入費，運営費，

維持管理費のいずれか，または全ての低減という総合的効果がある。直接的オフセット・プロジェ

クトには，以下のものが含まれる。

�補助金付きプロジェクト
�民営化プロジェクト
�訓練，メンテナンスおよび試験研究所を含めた防衛関連プロジェクト
�軍需・民生両用プロジェクト

間接的オフセット・プロジェクトとは，輸出用製品もしくは輸入代替品の生産プロジェクト，ま

たは主たる輸入（供給）契約と無関係な投資計画に外国の供給業者が参加することにより，クウェー

ト政府による民間部門の育成を外国契約者が支援するプロジェクトをいう。

直接的または間接的オフセット・プロジェクトの形態は，下記６．３に挙げる形態とすることができ

る。以下に，各種のオフセット・プロジェクトの例を挙げる。

例１：直接的オフセット・プロジェクト

供給契約の当事者であるクウェート政府組織の所轄領域内における研究所，サービス設備

またはメンテナンス設備の開設。

ハイテク機器またはソフトウェアに関する短期および長期の人材育成プログラム。

特殊用途の専用ソフトウェアまたは専用システムの開発。
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所有者または共同所有者としてのクウェート政府の参加の有無にかかわらず，当該購入者

とその他のセクターのいずれか，または両方にサービスまたは商品を提供する事業体の設立。

例２：間接的オフセット・プロジェクト

教育，医療または公共サービスを提供するクウェート国内の正規の認可組織に対する補助

金または寄付金。

商品またはサービスを提供するクウェート国内事業体の設立。

クウェート国民に訓練を提供する専門的訓練施設の開設。

エネルギー関連産業の創設。

代替エネルギー利用促進事業への投資。

燃料エネルギーまたは水源の利用を管理・最適化する事業への投資。

国産商品およびサービスの調達。

国内事業体が参加する官民協働プロジェクトの設立。

６．２ オフセット・プロジェクトの入手先

オフセット義務者は，オフセット義務の履行に際して，以下の入手先から１件または複数のオフ

セット・プロジェクトの実施を提案する。

ａ－オフセット・プロジェクト受入先として，あらかじめ条件を満たしたプロジェクト案を NOC

が纏めたリスト。これには企画段階の形式のものもあれば，詳細に記述されているものもある。

このリストには，直接的オフセット・プロジェクトと間接的オフセット・プロジェクトのいず

れか，または両方が含まれる。

ｂ－下記６．４に記載した条件を満たす，オフセット義務者が提案した直接的または間接的プロジェ

クト。

ｃ－オフセット義務者が参加可能な NOC承認のファンド。

６．３ オフセット・プロジェクトの形態

上記�または�を実施する場合，オフセット義務者は，以下のプロジェクト形態から１件以上を
選択することができる。

ａ－クウェート国内の企業，起業家，民間人のいずれか，または全てを出資者とするオフセット

事業会社を設立する。

ｂ－クウェート国内における外国資本直接投資を規制する外国投資法８／２００１号（改訂法）に従い，

オフセット義務者の出資比率が４９％を超えるオフセット事業会社を設立する。

ｃ－既存の事業会社を拡大および育成する。

ｄ－オフセット義務受入先として NOCが承認した既存のオフセット・プロジェクトに寄付金ま

たは補助金を支払う。

ｅ－NOCが承認および設立した既存のファンドに参加するか，または以下の内容をよく理解し，

一般的プロジェクトとオフセット・プロジェクトのいずれか，または両方の実施資金となる新

規ファンドをクウェートの定める法令に基づき設立する。
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１．オフセット・ファンドは，クウェートまたは外国の専門金融機関が管理する国内法人とし，

NOCの承認を得なければならない。

２．他のオフセット・プロジェクトと同様に，オフセット・ファンドはオフセット・プログラ

ムの目的達成を目指す（オフセット・ファンドのガイドラインは付属書類�に記載する）。
ｆ－NOCが認めたその他のプロジェクト形態。

６．４ オフセット・プロジェクト案の NOC承認基準

NOCは，以下の基準の達成度に従い，オフセット・プロジェクト案を承認する。

ａ－適切な技術のクウェートへの移転，統合および適用につながるプロジェクトであるか。移転

された技術は，以下に基づき評価する。

�移転された技術が他の諸国で存在または活用されているかどうか，また，クウェートへの移
転コストはどの程度かを判断する。

�移転された技術が極めて短期間で旧式となり，別の技術に置き換わるリスクを判断する。
�国内または国外の専門企業からの直接的支援を通じ，移転された技術の金銭的価値を判断す
る。専門企業の選定は，NOCがオフセット義務者または外国契約者と共同で行う（適切な技術

移転および技術提携に関する詳細は，付属書類�を参照）。
ｂ－クウェートの関連法および関連規則に基づき，クウェート国民が従事するための高度な技術

を要する仕事の雇用機会を創出し拡大するプロジェクトであるか。プロジェクトが創出する雇

用機会の数，種類および多様性を NOCに報告し，評価を受けなければならない。

ｃ－専門的職業訓練を通じ，効率的かつ生産的な労働力の育成に寄与するプロジェクトであるか。

NOCは，訓練プログラム案または現地人材の育成案を審査し，基準達成度を評価する。

ｄ－国際企業とクウェート民間部門の事業協力を促進するプロジェクトであるかどうか。

ｅ－クウェートにとって経済的付加価値のあるプロジェクトであるかどうか。

ｆ－クウェート政府による国外からの投資誘致策を支援するプロジェクトであるかどうか。

ｇ－国産製品の輸出拡大，または外国製品輸入への依存の低減をもたらすプロジェクトであるか

どうか。

注：上記 a，bおよび cは義務的要件である。オフセット・プロジェクト案の承認を得るためには，

これらのうちいずれか１つを満たせばよいが，乗数は一様でない。NOCはその他の項目（d，e，f，

g）を評価してオフセット乗数を決定する。

６．５ 既存のオフセット・プロジェクトの買収

オフセット義務者は，他のオフセット義務者が開始し完了した既存のオフセット・プロジェクト

の買収を通して，自身のオフセット義務を履行する旨を提案することができる場合がある。NOC

は，既存のオフセット・プロジェクトの株式の取得または出資を主たる目的とするオフセット・プ

ロジェクト案は却下する。しかし，既存のオフセット・プロジェクトの資本拡大を目的とし，拡大

後に上掲６．３のオフセット・プロジェクト承認基準を満たす提案であれば，承認する場合がある。
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６．６ オフセット・プロジェクトの法的形態および資本構造

オフセット事業体の法的形態および資本構造は，クウェート商法ならびにその他の適用法および

規則に従い，オフセット義務者の裁量で決定する。

６．７ 国外オフセット・プロジェクト

一般的には，クウェート国内で実施するオフセット・プロジェクト案が優先される。ただし，オ

フセット・プログラムの目的，具体的には上記６．４の基準を満たす場合には，国外のオフセット・プ

ロジェクト案を承認する場合もある。この場合，NOCは国外オフセット・プロジェクトに対し，オ

フセット義務の履行に関する全ての規則および規程の遵守を求めることができる。

６．８ 第三者契約を通じたオフセット・プロジェクトの実行

オフセット義務者は，国内または国際的な第三者契約によりオフセット義務を履行することがで

きる。この場合，オフセット義務者は，以下のことに留意しなければならない。

�指定された第三者は，NOCの承認を得なければならない。

�オフセット義務者は，供給契約に関するオフセット義務の履行に際して，引き続き単独で全責
任を負い，当該オフセット義務を完全に履行するまで責任を免除されない。

６．９ 国産商品およびサービスの調達を通じたオフセット・プロジェクトの実行

オフセット義務者は，以下を条件に，国産商品およびサービスの調達によりオフセット義務を履

行することができる。

ａ－調達する国産商品およびサービスは，元来のオフセット対象である当初の供給契約に関係す

る形式または方法であってはならず，当該外国契約者がクウェート政府と締結する他の供給契

約に関係するものであってはならない。

ｂ－供給契約締結の初期段階において国産商品およびサービスの調達コストが確定しない場合，

オフセット義務者は，これにより生じるオフセット・クレジットを自身の利益として蓄積し，

将来の供給契約のオフセット義務の履行に充当することを要請できる。ただし，このオフセッ

ト・クレジットを将来の義務の履行に用いる期間は，オフセット・クレジット獲得日から最長

３年以内とする。

ｃ－オフセット義務者が国産商品およびサービスの購入の見返りとして獲得するオフセット・ク

レジット額を決定する場合，乗数は１とする（５章参照）。

７－オフセット・プロジェクト乗数およびオフセット・クレジット

７．１ オフセット・プロジェクト乗数

オフセット・プロジェクト乗数のシステムは，実際に実施された場合にオフセット義務者（また

はその代表者）が，オフセット・プログラムの経済的目的を達成できるオフセット・プロジェクト

を開始し，確立することを促すための工夫である。この目的の達成におけるそれぞれの貢献度に応

じて，優先順位と乗数が各プロジェクトに与えられる。オフセット義務者は，各オフセット・プロ

ジェクト案に関して，２章および６．４に記載のオフセット・プログラムの目的達成水準に応じて，オ
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フセット・プロジェクト乗数を付与される。この基準は，主に６．４の a，bおよび cに記載し，以下に

再掲した項目の達成を重視している。

ａ－一定の技術を実現するプロジェクトであるか。どのような種類で，どの程度専門的であるか。

それらは統合，適用および運営が可能であるか。その技術はクウェート経済または産業にどの

ような利益をもたらすか。技術の移転・保有が可能であるとすれば，そのコストはどの程度か

（付属書類�参照）。
ｂ－クウェート国民の雇用を促進するプロジェクトであるか。プロジェクトが創出する雇用の数，

技能の種類，期間はどの程度か。

ｃ－国内の人材に専門的訓練を提供するプロジェクトであるか。どのような種類の訓練か。期間

はどの程度か。研修生の数はどの程度か。誰が指導するのか。訓練の結果，どのような技能を

取得できるのか。その技能は活用されるか。

付与されるオフセット・プロジェクト乗数は，オフセット・プロジェクトの種類によって異なる。

すなわち，オフセット義務の履行方法が直接的オフセット・プロジェクトか，間接的オフセット・

プロジェクトか，承認されたオフセット・ファンドかによって異なる。後掲の表１は，オフセット・

プロジェクト種類別のオフセット・プロジェクト乗数を示す。

直接的および間接的オフセット・プロジェクトにオフセット・プロジェクト乗数を付与する場

合，以下の原則を適用する。

ａ－直接的および間接的オフセット・プロジェクトのオフセット・プロジェクト乗数

�直接的オフセット・プロジェクトは優先度が高く，したがって最大のオフセット乗数が付与
される。

�直接的オフセット・プロジェクトのオフセット乗数は，上記のオフセット・プログラムの目
的達成度に応じて１．７５から５．５の範囲とする。

�オフセット・プログラムの目的を全て達成するオフセット・プロジェクトには，最大の乗数
を付与し，オフセット・プログラムの目的の全ては達成しないオフセット・プロジェクトに

は，それより小さい乗数を付与する。

�表１に示した各目的の実現に対して付与される副乗数を合計して，合計オフセット・プロジ
ェクト乗数を算出する。

�間接的オフセット・プロジェクトは優先度が低く，このことは各オフセット・プロジェクト
に付与されるオフセット乗数に反映される。

�間接的オフセット・プロジェクトのオフセット乗数は，上述のオフセット・プログラムの目
的達成度に応じて１から５の範囲とする。

�間接的オフセット・プロジェクトのオフセット乗数を算出する場合，NOCは，そのプロジェ

クトの属する産業分野を検討する。医療，教育，環境，社会的プログラム，製造およびサー

ビスといった主要な産業分野におけるオフセット・プロジェクトには，高いオフセット乗数

を付与する（国連の国際標準産業分類（ISIC）を参照）。

（http：／／unstats．un．org／unsd／cr／registry／default／asp）
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表１：直接的・間接的オフセット・プロジェクトおよびオフセット・ファンドに付与される
オフセット乗数

オフセット・プロジェ
クトの分類・種類

オフセット・プログラムの目的
最小乗数 最大乗数

技術移転 雇用創出 教育・訓練

直接的オフセット ２ １．７５ １．７５ １．７５ ５．５

間接的オフセット １．５～１．８ １．０～１．６０ １．０～１．６０ １．０ ５．０

オフセット・ファンド ３．５ ５．５

ｂ－オフセット・ファンドのオフセット・プロジェクト乗数

�オフセット義務者は，オフセット義務の履行にオフセット・ファンドを活用することができる。
�オフセット乗数３．５を付与されるためには，上記２章に挙げたオフセット・プログラムの主要
目的のうち少なくとも２項目を達成する必要がある。NOCが当該ファンドの年間達成状況を

検査・評価し，主要経済目的３項目の全ての達成を確認した場合は，乗数を５．５に引き上げる

可能性がある。

�このような種類のオフセット・プロジェクトの場合，オフセット義務者は，NOCがオフセッ

ト・ファンドとして事前に承認したファンドに対して，オフセット義務の金銭的投資額を拠

出する。オフセット義務者の金銭的投資額および当該ファンドに付与された乗数に基づき，

オフセット義務相当額（MEOOV），すなわちオフセット義務者が当該投資によって達成する

オフセット義務を以下のように計算する。

MEOOV�＝OFI�×OFM�

算式中の各項は以下の通りである。

MEOOV�：ファンド�のオフセット義務相当額

OFI� ：ファンド�への投資額

OFM� ：ファンド�のオフセット・プロジェクト乗数

以下の等式が成り立つ場合，オフセット・ファンドへの投資を通してオフセット義務が履行され

たことになる。

MEOOV�＝OOV

オフセット・ファンドは，小額のオフセット義務を負う外国契約者や，クウェート国内で直接的

または間接的オフセット・プロジェクトを実施する能力または準備のない外国契約者に特に適して

いる。
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７．２ オフセット・クレジット・システム

オフセット・クレジット・システムは，オフセット・プロジェクトへの投資の見返りとしてオフ

セット義務者がオフセット・クレジットを獲得する制度である。オフセット・クレジットはオフセ

ット義務査定額（OOV）から控除されるため，オフセット義務者は，オフセット義務の一部または

全部をこのオフセット・クレジットで履行することができる。オフセット・クレジットには，以下

の２種類がある。

ａ－契約後オフセット・クレジット

これには，以下に挙げるように，オフセット義務者が落札後および契約締結後に獲得する全て

のオフセット・クレジットが含まれる。

�オフセット・プロジェクトまたはオフセット・ファンドに対する投資から生じるオフセッ
ト・クレジット

�義務者が負担する財務保証（銀行保証）費用から生じるオフセット・クレジット
�オフセット義務者がオフセット義務履行のために行う国産商品およびサービスの購入から生
じるオフセット・クレジット

ｂ－契約前オフセット・クレジット（事前的）

これには，本ガイドラインに定める規則および規定によりオフセット・クレジットを生じる可

能性のある，潜在的オフセット義務者が行う全ての活動が含まれる。

７．２．１ 契約後オフセット・クレジット（OCpostC）

契約後オフセット・クレジットは，供給契約に基づくオフセット義務の履行のためにオフセット

義務者が行うさまざまな活動から生じる。契約後オフセット・クレジットは，以下のような分野で

生じる。

ａ－オフセット・プロジェクトまたはオフセット・ファンドへの投資から生じるオフセット・クレ

ジット

オフセット義務者が NOCの承認したオフセット・プロジェクトまたはオフセット・ファンドに

投資する場合，同義務者が獲得するオフセット・クレジットは，現在のオフセット義務と同額また

はそれ以上となる場合がある。オフセット・クレジットが義務者の現在のオフセット義務を超える

場合，NOCは，将来のオフセット義務の履行に使うオフセット・クレジット（OCfoc）を付与でき

る。したがって，

If：MEOOV�＝OPI�×OPM�＝OOV

この場合には，オフセット・プロジェクト投資と義務者の現在の義務が丁度釣合うことになる。

If：MEOOV�＝OPI�×OPM�＞OOV
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この場合には，オフセット・プロジェクト投資が義務者の現在の義務の履行に必要な額を超える

ため，義務者は将来的オフセット・クレジットを獲得する。将来的オフセット・クレジット額は，

以下の数式で表される。

将来的オフセット・クレジット＝MEOOV�－OOV

（OPI，OPM，OOV，MEOOVは上記４．３および５章で説明した通り計算する。）

オフセット義務者は，将来的オフセット・クレジットを使用して，将来のオフセット義務の一部

または全部を賄うことができる。ただし，特定のオフセット投資プロジェクトから生じる将来的オ

フセット・クレジットは，そのオフセット投資プロジェクトが当初履行する予定であった合計オフ

セット義務を超えないものとする（すなわち，将来的オフセット・クレジットは，外国契約者の現

在のオフセット義務の１００％相当額を超えてはならない）。

ｂ－義務者が負担する銀行保証費用から生じるオフセット・クレジット

オフセット義務者は，NOCに銀行保証を差し入れるときに，その費用負担の見返りとしてオフセ

ット・クレジットを獲得できる。この場合のオフセット・クレジットは，１対１で計算する。すな

わち，オフセット義務者が銀行保証を入手するために支払った KD建ての各費用と同額をオフセッ

ト義務査定額（OOV）から控除し，当該オフセット・プロジェクトの乗数は考慮しない。なお，こ

の費用の見返りとしてのオフセット・クレジットの付与は，銀行保証費用を明記した当該保証銀行

発行の証明書を，オフセット義務者が NOCに提出した後に行う。したがって，

OCFG＝KFG

算式中の各項は以下の通りである。

OCFG：銀行保証費用の見返りとして獲得するオフセット・クレジット

KFG ：オフセット・プロジェクトのための銀行保証費用

例えば，オフセット義務者の供給契約額が KD１０百万相当で，銀行保証が供給契約額の６％の場

合，銀行保証費用は年間 KD３，０００～９，０００となる（保証料は保証額の０．５～１．５％とする）。したがっ

て，オフセット義務の履行に５年間かかる場合，銀行保証費用は KD１５，０００～４５，０００となり，オフセ

ット義務者の獲得するオフセット・クレジットは KD１５，０００～４５，０００となる。銀行保証に関する詳

細は，９章を参照のこと。

ｃ－国産商品およびサービスの調達

オフセット義務者がオフセット義務の履行に国産商品およびサービスを購入する場合，その購入
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相当額を契約後オフセット・クレジットとして使用することができる。これにより生じるオフセッ

ト・クレジットは，国産商品およびサービスの購入額と同額である。すなわち，これらの購入に適

用されるオフセット乗数は１である。したがって，

OCLGS＝KLGS

算式中の各項は以下の通りである。

OCLGS：国産商品およびサービスの購入から獲得するオフセット・クレジット

KLGS ：オフセット義務者が調達する国産商品およびサービスの金額

ｄ－その他のオフセット・クレジット

NOCはオフセット義務者に対し，オフセット・プロジェクト案または進行中のオフセット・プロ

ジェクトについて追加研究や追加調査の実施を求める場合がある（例えば，技術の検証，詳細な事

業計画，その他の要件）。この場合，NOCは，これらの追加作業にかかる費用相当額のオフセット・

クレジットをオフセット義務者に付与する。すなわち，これらの費用に適用するオフセット乗数は

１である。なお，これらの費用の見返りとしてのオフセット・クレジットの付与は，オフセット義

務者がこの費用の裏付資料を提出し，NOCがそれを検討し承認した後に行うことに留意する。した

がって，

OCother＝Kother

算式中の各項は以下の通りである。

OCother：義務者が負担した追加調査費用から獲得するオフセット・クレジット

Kother ：義務者が負担した追加調査費用

ｅ－よって，合計契約後オフセット・クレジットの計算式は，次のようになる。

OCpostC＝MEOOV�＋OCFG＋OCLGS＋OCother

７．２．２ 契約前オフセット・クレジット（事前的オフセット・クレジット）

�オフセット義務を負っていない（すなわち，オフセット義務者でない）ものの，将来オフセット
対象となり得る契約の締結を予定する外国契約者は，事前にオフセット・プロジェクトを開始し，

オフセット・クレジットを（事前に）獲得することができる。このオフセット・クレジットは，

将来のオフセット義務に使用することができる。

�事前的オフセット・クレジットは全て，NOCの承認を得なければならない。
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�事前的オフセット・プロジェクトにより獲得したオフセット・クレジットの残額は，その獲得日
から最長３年間，将来のオフセット義務の履行に使用することができる。

�事前的オフセット・クレジットは，NOCの事前承認を条件に，第三者に移転，譲渡または売却し

て第三者のオフセット義務の履行に用いることができる。オフセット・クレジットの第三者への

譲渡または売却は，当該オフセット・クレジットの獲得日から最長３年以内に行う。

�契約前オフセット・クレジットは，各オフセット・プロジェクトに関して以下のように計算する。

OCpreC＝OPI×OPM

算式中の各項は以下の通りである。

OPI ：オフセット・プロジェクトの投資額

OPM：オフセット・プロジェクト乗数

７．３ オフセット・クレジットの計算

�オフセット・クレジットは，オフセット義務者が選択し NOCが承認したオフセット・プロジェ

クトまたはオフセット・ファンドへのオフセット義務者の参加相当額に基づき計算する。オフセ

ット・クレジットの計算には，オフセット義務者が参加する有形資本・資産および無形資本・資

産（特許権，ノウハウ等）を考慮する。

�オフセット投資プロジェクトに対するオフセット・クレジットの付与判断は，以下の手順で行う。
ａ－NOCが当該プロジェクトをオフセット・プロジェクトとして評価し，承認する。

ｂ－オフセット義務者が実際にプロジェクトに投資する。

ｃ－NOCがオフセット・プロジェクトの初年度財務諸表を調査し承認する。この財務諸表に基づ

き，当該プロジェクト投資からのオフセット・クレジットを算出し，義務者に付与する。

�オフセット・クレジット額は，以下のように決定する。
ａ－オフセット・プロジェクトまたはオフセット・ファンドに対する義務者・外国契約者の投資

額を決める。

ｂ－上記７．２．１に従い，OCpostCを決める。

ｃ－上記７．２．２に従い，OCpreCを決める。

ｄ－次の計算式に従って，合計オフセット・クレジットを算出する。

OC＝OCpostC＋OCpreC

�将来的オフセット・クレジットを獲得した場合は，NOCの事前承認を条件に，これを第三者に移

転，譲渡し，または他の外国契約者またはオフセット義務者に売却できる。ただし，当該オフセ

ット・クレジットの獲得日から最長３年以内に行うものとする。
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８－オフセット義務履行証明書

NOCはオフセット義務の履行を確認後，オフセット義務者またはその代表者宛てにオフセット義

務履行証明書を発行する。この証明書は，オフセット義務者が合意覚書に記載した通りオフセット

を履行したことを NOCが確認するものである。ただし，証明書の発行のために，NOCは以下の情報

をオフセット義務者に要請する。

�オフセット・プロジェクトに関する財務諸表。プロジェクトの最初の会計年度が記載され，
NOCが認めた監査法人のいずれかが保証したもの。

�投資の中に，クウェートへの技術移転とノウハウの移転のいずれか，または両方が含まれる場
合は，オフセット義務者と NOCが共同で選定した国際的専門企業が，移転された技術の金銭的

価値を評価・確定しなければならない。

�該当する場合は，オフセット義務者によるオフセット・プロジェクトの投資持分の譲渡または
支払いを確認する銀行発行の証明書。

�オフセット事業が株式会社形態の場合，定款および会社設立登記証明を提出する。
�オフセット・プロジェクト事業におけるオフセット義務者の株式持分額が記載された，商務省
または関連政府機関が証明した株式持分証明書

NOCはオフセット義務履行証明書の発行前に，オフセット・プロジェクトを現地視察し，実際の

達成状況の評価を要請することができる。

９－オフセット義務の履行に対する銀行保証

NOCは，オフセット義務者によるオフセット義務の履行を確保するために，以下を条件としてオ

フセット義務者に銀行保証の差し入れを求める。この銀行保証は，クウェートの銀行が NOCのため

に発行し，無条件，不可分的かつ取消不能のものとする。

�銀行保証額は，供給契約額の６％相当とする。
�オフセット義務者は，供給契約締結日から３０日以内または同契約の実際の実施開始日に銀行保
証を差し入れなければならない。

�保証期間は１年間とし，オフセット義務履行証明書によりオフセット義務の履行が確認される
まで更新しなければならない。

�オフセット義務の部分履行がなされる都度，NOCは，オフセット義務の部分履行を記した銀行

保証減額証明書をオフセット義務者に対して発行するものとし，それに従って銀行保証額が減

額されるものとする。

�８章の条件に従って，オフセット義務者がオフセット義務を完全履行した場合，NOCは，銀行

保証を解除する文書を発行する。

�何らかの理由によりクウェート政府が供給契約を解除する場合，銀行保証も解除されるものと
する。

�オフセット義務者が合意覚書とその補遺（該当する場合）のいずれか，または両方に従ってオ
フセット義務を履行しなかった場合，NOCは，銀行保証による代位弁済を受けるものとする。
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�NOCが銀行保証の代位弁済を受ける場合，オフセット義務者はオフセット義務を免除される。

ただし，この場合，NOCは関係するクウェート政府組織に連絡し，オフセット義務者の不履行

を報告し，将来の供給契約から当該外国契約者を排除するよう勧告する。

�オフセット義務者は，保証銀行から請求された費用の見返りとして，オフセット・クレジット
を獲得する。銀行保証のオフセット・クレジットは，以下のように計算する。

OCFG＝KFG

算式中の各項は以下の通りである。

OCFG：銀行保証から生じるオフセット・クレジット

KFG ：銀行が請求する保証費用

１０－違約金

オフセット義務者が指定期間内に必要な銀行保証を差し入れない場合，または合意覚書に記載し

た要件に従ってオフセット義務を履行することを拒否した場合，オフセット義務の対象である供給

契約額の６％を超えない違約金がオフセット義務者に課される。供給契約を締結したクウェート政

府機関と協力・協調し，違約金は供給契約に基づくオフセット義務者への支払額から控除する。

違約金を課した場合，NOCは，関係するクウェート政府機関に連絡し，オフセット義務者の不履

行を報告し，将来の供給契約から当該外国契約者を排除するよう勧告する。

１１－オフセット・プロジェクトの進捗状況の報告

�オフセット・プロジェクトの開始段階の間，オフセット義務者は，オフセット・プロジェクトの
様々な進捗状況を，NOCに継続的に報告しなければならない。オフセット義務者は，四半期毎に

進捗報告書を提出しなければならず，同報告書には重要な達成事項，直面した障害およびそれに

対して実施した対応策を記載する。この報告書に基づき，NOC経営陣は，オフセット義務者が障

害を克服するためのあらゆる支援および協力を行う。

�オフセット・プロジェクト実施の開始後は，第１会計年度の終了後に包括的なオフセット進捗報
告書を NOCに提出する。この報告書には，オフセット・プロジェクトの財務諸表および当該プロ

ジェクトにおけるオフセット義務者の関与水準を記載するものとする。財務諸表は，NOCの認め

る監査法人のいずれかが保証するものとする。

�翌会計年度以降は，クウェート人専門家の雇用および訓練ならびに技術移転に関する内容を中心
に，プロジェクトの経済的達成度を記載した年次報告書を NOCに提出するものとする。

１２－オフセット・プロジェクトの実施段階

１２．１ オフセット開始日

�上記４．４に示した通り，オフセット義務は，供給契約締結日に発効する。これをオフセット開始日
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表２：オフセット工程表

主要な工程 説明および主な内容

基本計画書段階 �この段階は，供給契約締結前に開始する。
�外国契約者は，オフセット・プログラムの全ての条件および規則に精通するこ
とが求められる。
�最良案を入札した外国契約者最終候補またはクウェート政府と直接的な供給契
約を交渉する外国契約者は，供給契約を受注した場合に実施する予定のオフセ
ット・プロジェクト案の基本計画書を NOCに提出する必要がある。基本計画
書に記載すべき基礎情報については，付属書類�を参照する。
�NOCは基本計画書を検討し，追加情報を求めることができる。その後，基本計
画の承認・不承認を決定する。
�基本計画書が承認された場合，外国契約者は，クウェート政府または政府機関
との供給契約締結前に，NOCとの合意覚書の交渉および締結を開始することが
できる。
�NOCが基本計画書を承認しなかった場合，外国契約者は，別の基本計画書を提
出するか，または NOCが予め承認したオフセット・プロジェクトもしくはオ
フセット・ファンドを選択する。

合意覚書段階 �外国契約者および NOC経営陣は，供給契約の締結前または締結時に合意覚書
を締結する。
�外国契約者は，合意覚書によりオフセット義務の履行を正式に確約し，これが
供給契約締結の前提条件となる。合意覚書の見本は，付属書�に記載されてい
る。
�オフセット義務開始日は，供給契約締結日と同日であり，合意覚書締結日では
ない。
�オフセット義務者は，クウェート政府との供給契約締結日から３０日以内に，オ
フセット義務の履行を保証する銀行保証を差し入れる。

とする。

�供給契約の事実上の発効が契約締結日から９０日を超えて遅滞し，この遅滞が重大な場合，外国契
約者は，オフセット開始日を契約発効日に合わせることを NOCに申請できる。

�供給契約締結日後に供給契約実施スケジュールに重大な変更が生じ，その変更がオフセット義務
者の履行または不履行に起因しない場合，オフセット義務者は，直ちに NOCに通知し，オフセッ

ト開始日の適切な調整を要請できる。

�NOCは，オフセット義務者が提出した調整要請書を検討し，要請書で説明された状況に基づき必

要な措置を講じる。

１２．２ オフセット工程表

下表２は，オフセット義務履行までの主要な工程を示す。
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事業計画作成段階 �事業計画には，オフセット・プロジェクトの実施および運営の詳細を最低５年
間について記載する。事業計画に記載すべき基礎情報については，付属書類�
を参照する。
�オフセット義務者は，供給契約締結日から４ヵ月以内にオフセット・プロジェ
クトの事業計画を作成する必要がある。
�NOCが事業計画作成期間を延長する場合もある。

事業計画評価段階 �NOC経営陣は，事業計画の受理から２ヵ月以内に，内部手続きに従ってこれを
評価する。
�NOC経営陣が請求する追加情報は，２ヵ月以内に提出するものとする。
�事業計画が承認された場合，オフセット義務者は通知を受け，オフセット・プ
ロジェクト実施前手続きの完了手続きに着手する。
�事業計画が承認されなかった場合，オフセット義務者は，新たな事業計画を提
出し直すか，または既に提出した事業計画に必要な修正を加えることが求めら
れる。不十分な事業計画に起因するオフセット工程表の遅滞は，猶予期間から
差し引かれ，継続的な遅滞は処罰の対象となることがある。

猶予期間段階 �オフセット義務者には，事業計画承認日から６ヵ月以内の猶予期間が与えられ
る。
�猶予期間中，オフセット義務者は，オフセット・プロジェクトに関する全ての
調査および書類作成を終了し，全てのライセンスおよび許可を取得して，猶予
期間終了時にはオフセット・プロジェクトの実施準備が整うようにする。
�この時点までにオフセット・プロジェクト実施スケジュールにオフセット義務
者の責に帰すべき遅滞が生じた場合，その遅滞は猶予期間から差し引かれる。
�NOC経営陣側の都合で様々な承認が遅れた場合，その期間を猶予期間に追加す
る。
�猶予期間中，オフセット義務者は，四半期毎に進捗報告書を NOC経営陣に提出
する。

オフセット義務履行
証明書

�承認済のオフセット・プロジェクトに対してオフセット義務者が実際に投資
し，オフセット義務履行証明書の発行条件（上記８章に記載）を満たした場合，
NOC経営陣は，同証明書を発行する。
�オフセット・プロジェクトの事業計画に従い，オフセット義務者が一定期間に
わたり投資を行う必要がある場合，NOCはそれに応じて，段階的投資計画を反
映したオフセット義務履行証明書を発行する。ただし，当該投資を確認する証
明済みの財務諸表を NOCが受け取ることを条件とする。

１３－NOCのサービス

NOCは，財務省に代わりオフセット・プログラムの管理を行うほか，オフセット投資プロジェク

トの策定および実施の促進を意図する外国契約者および国内投資家に対し，助言サービスを数多く

提供することができる。このサービス種類のリストは，NOC事務所に請求するか，または NOCのウ

ェブサイトから入手可能である。

１４－供給契約，オフセット義務およびオフセット投資額の算定基準

供給契約，オフセット義務およびオフセット義務者による投資の金額の算定に用いる通貨は，KD
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とする。この目的のために，NOCは，クウェート中央銀行が発表する供給契約締結日に適用される

為替換算レートを使用するものとする。

１５－紛争

オフセット・プログラムに基づく外国契約者のオフセット義務および作業の履行に関する全ての

事項は，クウェートの定める法令に準拠し，同法に従って解釈するものとし，クウェート裁判所の

管轄対象とする。

１６－オフセット・プログラムの情報公開

オフセット義務者に対しては，さまざまな広報手段を使用してオフセット・プロジェクトの情報

を公開することが強く推奨される。また，オフセット義務の履行過程における達成内容も強調すべき

である。NOCは，オフセット・プロジェクト活動の情報公開のためのいかなる要請も支援する計画

であり，必要かつ適切な場合には人材，情報またはその他の資源をオフセット義務者に提供できる。

１７－専有情報

NOC経営陣およびオフセット義務者は，他方当事者の事前の書面による合意を得ずに，いかなる

ときも専有情報の一部または全部を第三者に開示してはならず，または開示させてはならない。

NOCおよびオフセット義務者は，自身の従業員，主要な請負業者，下請業者，代理人および弁護士

が無許可の第三者に専有情報を開示することを防止するために合理的対策を講じるものとする。

１８－クウェート政府特別契約の仕組み

NOCがある政府契約について，特別な性質を有すると同時に，クウェート全体の利益を達成する

ものであると特別に判断される場合，NOCは，本ガイドラインに定める仕組みおよび基準を上回る

便益を当該オフセット義務者に提供する仕組みまたは特別な基準を承認または採用する権限を有す

る。これらの優れた便益は，以下に従って付与される。

ａ－外国契約者と契約する政府組織は，本ガイドラインに定めたものと異なる特別な仕組みおよ

び基準の採用を NOC取締役会に要請し，その要請理由およびそれを正当とする根拠を説明す

る。

ｂ－NOC取締役会は，その要請を検討・評価し，これを承認する場合は追加的便益を付与するた

めの適切な仕組みを提案のうえ，この問題を財務大臣に説明し，その特別な便益の採用を財務

大臣の検討および判断に付す。
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付属書類 �

国営オフセット会社の組織構造および担当業務

取締役会�

内部監査�

ゼネラルマネージャー�

義務者委員会� 法務部門� コンサルタント部門� 移行・変更管理委員会�

事業支援部門� 企画部� プロジェクト部門�

戦略企画・�

市場調査�

マーケティング�

＆メディア�

見込案件�

開発部�

プロジェクト�

評価部�

契約・プロジェ�

クト管理部�
人事・総務部� 財務・経理部�

人事� 契約・�

ファンド管理�
財務・経理� 民生部門�

総務�

プロジェクト�

管理�
IT 非民生部門�政府関係�

国営オフセット会社組織図（NOC）

NOCの組織構造

内部監査：

内部監査は，現行の方針および手続きを監査し，危険が存在するまたは危険が存在する可能性の

ある分野を発見し，内部統制，運営効率，方針の遵守，情報の正確性および財務省との管理契約上

の手続きを確実なものとする。内部監査は取締役会が任命し，取締役会直属とする。

義務者委員会：

義務者委員会は，直接的オフセット・プロジェクトを中心に，オフセット・プログラムに関与す

るさまざまな利害関係者とのコミュニケーション戦略および関係戦略に関して助言するための制度

的枠組みを提供し，また，義務者の直面する問題に対処し，供給契約を締結した政府組織と共に取

るべき行動に関して合意を形成する。義務者委員会は必要に応じて開催される。
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移行・変化管理委員会：

移行期間における変化の過程の監督に積極的な役割を果たし，承認された移行実施ロードマップ

と社内の事業計画に従って，より進化した組織構造への移行を促進し，変化に必要な資源を特定す

る。積極的態度，高い柔軟性および継続的改善を促進する「サービス文化」の醸成に重点を置く。

法務部門：

NOCの法務関連事項に関する政府組織との調整ならびに社内の部署と外部の法律事務所の関係

の調整，法務面でのサポートの提供，合意覚書ならびにその他の事業契約の検討，交渉および作成

の支援を行う。

プロジェクト部門：

１．見込み案件開発部

主要政府組織（軍需契約および民生契約）とその他の利害関係者，義務者，国内民間部門および

一般社会機関との効果的な事業ネットワークの構築，オフセット対象となる供給契約の特定，NOC

の目的に沿ったプロジェクト実施過程に関するアイデアにつながる見込み案件の特定を行う。

２．プロジェクト評価部：

オフセット・プロジェクトの基本計画書および事業計画の受理・評価，オフセット・プログラム

のガイドラインに従ったオフセット乗数の付与，基本計画書が承認された当事者と義務者の仲介に

関する助言を行う。

３．契約・プロジェクト管理部：

オフセット義務の合意覚書の管理，プロジェクト実施前および実施中における義務者への指導・

支援の提供，義務の履行過程を通じた規制方針の実行，義務の完了の監視，実施されたプロジェク

トがオフセット・プログラムの達成記録を記載した進捗報告書を定期的に作成していることの確

認，データシステムの維持管理を行う。また，NOCと財務省が締結した管理契約に従い，同省に対

する手数料の請求を調査する。

企画部：

１．戦略企画・市場調査課

NOCの事業計画および年間行動計画の策定・モニタリング，他部署との連絡，必要な変化の勧告，

市場調査の実施，オフセット事業における主要な成果の分析，他のオフセット・プログラムから得

た経験の記録を担当する。

２．マーケティング・メディア課

NOCのマーケティング戦略および年間マーケティング計画の策定・実行，コーポレート・アイデ

ンティティーの促進，クウェート経済の発展に対する NOCの貢献，独自の役割に関する一般社会の
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付属書類 �

クウェート政府組織および政府独立機関

省庁 政府附属機関 政府独立機関

首長府 国民議会 クウェート石油公社

監査局 クウェート大学 国営クウェート通信

内閣 地方行政機関 ザカットハウス

法律助言立局（アル・ファトワ） 市民情報庁 国立科学研究所

計画省 クウェート消防庁 住宅庁

人事委員会 応用教育訓練庁 社会保障局

外務省 未成年問題庁 産業公社

財務省 一般管理 クウェート投資庁 クウェート港湾局

財務省 一般会計 農業・水産資源庁 クウェート経済開発基金

関税局 イラク侵攻補償評価庁 クウェート中央銀行

商工省 青年スポーツ庁 信用貯蓄銀行

法務省 環境庁 クウェート航空

啓蒙，様々なメディアおよび報道関係からの問い合わせへの対応ならびにその他の関連サービスを

担当する。

事業支援部門：

１．財務・経理（２課を直轄）

財務・経理課は，適切な会計基準・会計方針の適用，予算作成および財務業績報告の管理，財務

管理業務の実施，管理手数料の計算，財務省への請求書の処理ならびに様々な投資選択肢の評価お

よび推奨を担当する。IT課は，業務の必要性に応じた社内の ITインフラ開発およびソフトウェア・

システム開発の監視・調整，IT予算の作成，システムユーザーへのサポート，バックアップの確保，

データのアーカイブならびに適切な資料の維持管理を担当する。

２．人事・総務部（３課を直轄）

人事課は採用・人材計画，報酬・福利厚生，訓練・能力開発，職員・キャリア開発，業績評価等

のあらゆる人事業務を担当し，また職員に対する管理支援サービスを行う。政府関係課は，NOC

の業務を促進するために，さまざまな政府組織との関係維持を図る。
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内務省

国防省

国家警備隊

教育省

高等教育省

保健省

社会問題労働省

情報省

イスラム問題省

クウェート・ワクフ公共基金

通信省

公共事業省

文化芸術文学委員会

石油省

電力・水省

民間航空局

付属書類 �

オフセット義務減額に関する確認保証書

オフセット義務減額に関する確認保証書

下記署名者たる当社 は， 日付の委任状／代理委任状（本確認保証書に添付）によって

を正式な代理人とし， （日付）に との間で締結した当社契約番号

（ ）に従って当社が確約した国産商品およびサービスの購入ならびに国内企業への下請負契

約に基づき，総額（ ）の当初契約から（ ）の減額を認められたことを確認し，

承認する。

当社は，上記契約額から上記（ ）を減額した金額の３５％に相当する当社のオフセット義

務額が（ ）であることを確認する。

したがって，認められた監査法人が監査した証拠文書および資料に基づき，上記の購入案件と，国
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付属書類 �

オフセット・ファンドに関する一般ガイドライン

内企業との下請負契約のいずれかまたは両方の実際額が上記減額を下回ることが後に明らかになっ

た場合，当社は，この差額を精算し，再投資する義務を負うことを確認および保証し，この目的で

国営オフセット会社が上記差額を当社の銀行保証もしくはその残額または関係政府組織が当社に支

払う金額から控除する権利を認める。

役職名：

署名：

日付：

委任状／代理委任状番号：

NOCは，投資ファンドの設立または認定により，少額の義務を負うオフセット義務者がこれらのフ

ァンドへの投資を通じてオフセット義務を履行する機会を提供し，それによりオフセット義務の履

行を促進することを目指している。当然ながら，直接的オフセット投資プロジェクトの方が大きな付

加価値を国内経済に対して寄与することを考慮して，NOCは直接的オフセット投資プロジェクトを

最優先としている。以下に，オフセット・ファンドの設立に求められる基準および手続きを説明する。

�オフセット・ファンドは，クウェート国内の投資ファンドに適用される規則および規程に従っ
て設立するものとし，クウェート中央銀行の許可を得るものとする。

�NOCは，ファンド調査書の評価を行い，当該ファンドへの投資から生じる乗数を決定する。オ

フセット・ファンドの乗数を３．５とするためには，クウェート・オフセット・プログラムの目的

のうち最低２項目を達成する必要がある。NOCが当該ファンドの年間達成状況を検討・評価

し，オフセット・プログラムの目的の３項目を満たしていることを確認した場合，乗数を５．５に

引き上げる場合もある。

�当該ファンドは，クウェート国内に本店を置くものとし，海外に支店を設置することができる。
�商工省（または関連監督機関）の発行する商業免許に従い，ファンドマネジャーは，当該ファ
ンドを管理する法的権限を有する。

�ファンドマネジャーは，当該ファンドの運用および運営において，適格な専門家の知識を活用
するものとする。また，ファンドマネジャーは，ファンド資本の６０％以上をクウェート国内で

投資するものとする。さらに，ファンドマネジャーは，当該ファンドに参加する外国企業に対

し専門的助言を求めるものとする。ファンドの性格上，クウェート国外での投資が上記比率を

超える場合，オフセット義務を負う当該会社は，その国外投資に関して NOCの承認を得るもの

とし，それらの投資は中期および長期にわたりクウェートに経済効果をもたらすものとする。
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付属書類 �

適切な技術移転および技術提携

�ファンド調査書作成の初期段階において，オフセット・プログラムの規則および規制の遵守を
確保するために，ファンドマネジャーは，ファンドの定款および設立趣意書に関し NOCとの調

整を図る。また，ファンドマネジャーは，NOCとの連携の枠組みおよび両者の責任を定めた合

意覚書を NOCとの間で締結する。

�ファンドマネジャーは，NOCの代表者１名以上およびファンドの主要参加者で構成し，戦略お

よび作業計画の採択ならびにファンドの提案するプロジェクトの承認を目的とする監督委員会

を設立する。

�オフセット義務を負う会社が NOCの承認するファンドの１つに参加し，その参加が当該ファ

ンドの規則および規定に従って実施されたことを NOCが確認した場合，NOCは当該会社に対

し，当該ファンドへの参加によりオフセット義務が履行されたことを書面で通知する。この書

面による証明は，当該ファンドの免許取得日／手続き完了日から２週間以内に当該会社に対して

発行する。

�オフセット義務を負うオフセット・ファンド参加会社は，NOCの事前の書面による承認を得ず

に，またはロックアップ期間が経過した後で，そのファンドに対する自身の投資ユニットを処

分してはならない。オフセット・ファンドから退出する場合，オフセット義務者は，自身の投

資ユニットを新たなオフセット義務を負う他の会社に譲渡することができる。

�ファンドマネジャーは，ファンドの運営に関する半期報告書を NOCに提出する。

�オフセット義務を負う会社が，オフセット・プログラムで承認されたファンドの１つに寄付を
通じて参加することを希望し，その寄付金総額および投資の権利放棄を希望する場合，当該会

社は，そのファンドの終了および清算後，自身の投資元本および投資元本から得た収益の寄付

を希望する社会事業団体またはチャリティー機関を指定する。

クウェートのオフセット・プログラムは，国際的なオフセット義務者とクウェート企業の間の技

術移転および技術提携を伴うプロジェクトを奨励し，支援することを目指している。その意図は，

クウェート国内における起業の促進および技術力の育成にある。この技術力とは，企画，設備の購

入，起業・経営，投入資源の適合，生産工程の改善，製品・サービスの仕様の変更，プロダクト・

エンジニアリングおよびデザイン工程の改善の進行ならびに研究開発・基礎研究の適用といった生

産関連活動の実行に必要なあらゆる能力を反映する。

ａ－技術提携の形態

技術移転および技術提携は，以下のような様々な提携形態をとることが可能である。

�技術力の共有および特に研究開発関連の共同投資を通じた戦略的提携の開始。
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種類 主要な技術分野

応用科学
人工知能，セラミック工学，コンピューティング技術，エレクトロニク
ス，エネルギー，エネルギー貯蔵，物理工学，環境技術，材料科学，材
料工学，微細技術，ナノテクノロジー，核技術，光工学，量子計算

運動競技・レクリエーション キャンプ用品，公園，スポーツ，スポーツ用具

情報通信 通信，グラフィックス，音楽技術，音声認識，ビジュアル・テクノロジー

産業 建設，金融工学，製造，機械，鉱業

軍需 爆弾，火器，弾薬，軍事技術，軍事設備，船舶工学

家庭／住居 家庭用電気製品，家庭用技術，教育技術，食品技術

工学

真空工学，農業工学，建築工学，生物工学，生化学工学，医用生体工学，
化学工学，土木工学，コンピューター工学，建設工学，電気工学，電子
工学，環境工学，生産工学，材料工学，機械工学，冶金工学，原子力工
学，石油工学，ソフトウェア工学，土木建築工学，ヒト組織工学

�資本，技術，マーケティングおよび原材料調達の組み合わせを通じた，オフセット義務者とク
ウェート国内投資家の双方が満足する結果の創出。

�複数分野（情報技術，情報集約型工学・工業生産等）における最先端技術の開発を活用した工
業用技術に特化するオフセット・プロジェクトの創出。

�クウェート国内投資家および国際的なオフセット義務者にとって，双方向的な利益となり，短
期の金銭的成功を越えた長期的な相互利益をもたらす技術協力形態の認定。

�国際的なオフセット義務者とクウェート国内起業家の双方の戦略目標の達成を目的とした研究
開発，生産およびマーケティングの分野における共同作業の開始

�技術教育訓練に加えて，クウェート国内企業の既存技術の拡充およびオフセット合弁事業にお
ける新しい経営システムの導入を伴う，長期的な技術提携の確立。

�ライセンス契約に基づく技術移転，下請負契約またはフランチャイズ契約に基づく生産等の一
方向的な関係のみならず，知識の共同生産および共有を重視した双方向的な提携を通じたオフ

セット・プロジェクトの開始。

ｂ－オフセット・プロジェクトにおける使用が提案された技術の専門的評価方法

提案された技術の専門的評価は，以下の原則に沿って行う。

�当該技術の特許権登録は完了したか。いつ登録されたか。誰の名前で登録されたか。オフセッ
ト義務を負う外国企業と，その提案された技術の関係はどのようなものか。その技術は，国際

専門機関からその他の専有権または特権を付与されたか。

�その技術はこれまでにクウェート国外の最低５件のプロジェクトで使用・適用され，その実行
可能性が確認されたものか。

�その技術は一般的用途があり，長期的に使用可能なものか。
�その技術は著名な科学出版物で論評され，その出版物がその重要性と用途を確認したものか。
下表は，クウェートへの技術移転の対象となり得る分野の一部を示したものである。
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健康・安全
医用生体工学，生物情報学，バイオテクノロジー，化学情報，防火技術，
健康技術，医薬，安全工学

輸送 航空，航空工学，海事工学，自動車，宇宙技術，輸送

付属書類 �

オフセット・プロジェクト基本計画書の内容

基本計画書には，以下の情報に加え，プロジェクト責任者が適切と考えるその他の情報を記載す

る。また，基本計画書には NOC経営陣宛の添え状を添付し，その中で，NOCがプロジェクト案を審

査し，オフセット・プログラムを通じたプロジェクト実施を判断するよう要請する。

なお，プロジェクト案の基本計画書の提出は，通常の方法に加えてウェブサイトからも行うこと

ができる。（www．kuwaitnoc．com）

１－プロジェクト提出会社の概要

�会社の沿革（事業分野，資本金，実績）
�過去のプロジェクト実績
�プロジェクト実施のために他省庁から取得した全ての許認可

２－プロジェクトの基本計画

�プロジェクトの説明
�プロジェクトで生産する製品とサービスのいずれか，または両方
�プロジェクトの目的
�顧客基盤
�対象市場
�プロジェクトの参加者，所有構造，出資比率の配分
�プロジェクト参加者（国内投資家およびオフセット義務者）の適性

３－市場調査

�対象市場の説明
�対象市場の需給状況（過去，現在，将来）
�競争分析
�市場シェアの見込み
�マーケティング・チャネルおよびマーケティング戦略
�プロジェクトの予想最大生産能力
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�販売計画および予想利益
�プロジェクトで生産する製品とサービスのいずれか，または両方の現在の輸出入状況

４－技術調査

�原材料の説明および調達先，原材料の仕様
�国内，地域内，国際別の原材料調達先
�原材料の予想年間必要量
�生産工程に必要な労働力
�生産工程の概略，必要な設備・機械
�必要な設備・機械の調達先
�プロジェクトの準備スケジュール
�プロジェクトの立地および敷地配置図
�プロジェクトで使用する技術，その詳細および重要性，その技術をプロジェクトで使用する根拠

５－環境アセスメント調査

�プロジェクトが環境に及ぼす影響
�プロジェクトで使用する，環境に優しい技術または設備の説明およびその影響（該当する場合）

６－法律上の構造および組織

７－財務調査

�プロジェクトの総資本費用
�資金調達構造
�予想年間営業費用（固定費および変動費）
�財務諸表（入手可能な場合）
�予想キャッシュフロー（入手可能な場合）

８－クウェートにとってのプロジェクトの経済効果

�技術移転
�クウェート人のための高度な技術を要する職業の創出
�クウェート人の訓練・教育
�クウェートの輸出入代替品の支援
�所得の創出
�経済的付加価値
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付属書類 �

オフセット・プロジェクト事業計画の内容

事業計画には，基本的に基本計画書に記載した全ての情報をより詳細に記載し，見直しまたは更

新を行った場合は，最新の情報を記載する。特に，プロジェクトに関する財務データは，最低５年

間のプロジェクト運営を対象とする。事業計画には以下の情報に加え，プロジェクト責任者が適切

と考えるその他の情報を記載する。また，国営オフセット会社の経営陣宛の添え状を添付し，プロ

ジェクト参加者であるオフセット義務を負う外国企業の名称を明記する。

なお，オフセット・プロジェクト案の事業計画の提出は，通常の方法に加えてウェブサイトから

も行うことができる。（www．kuwaitnoc．com）

１－表紙：

表紙には以下の内容を記載する。

�オフセット合弁会社の名称
�プロジェクト責任者の住所
�主要担当者および電話番号

２－目次：

３－概要：

�概要は３ページ以内とし，独立した資料とする。
�概要は「事業計画の中の簡潔な事業計画」であることとし，プロジェクトの必須項目を記載する。
�５年間のプロジェクト運営を対象とした財務データの概略を記載する。

４－使命・理念：

�ミッションステートメント－
オフセット合弁会社の本質的な存在意義および組織の主要方針を示した比較的短い声明。

�事業理念－
経営方法および会社運営における活動の倫理基準を説明する。どの情報を誰と共有するか。

５－事業・業界：

�プロジェクト案の事業分野の説明および沿革。
�プロジェクトを実施するオフセット会社の説明および沿革（該当する場合），特に以下の点に重
点を置く。

ａ－法律上の構造。
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ｂ－資本構造：オフセット合弁会社に出資する事業体名または個人名，およびそれぞれの出資

比率。

ｃ－事業戦略：最大限の成功を収めるために採用する生産・販売の総合的方針および戦略（会

社の全体的目標と，他の戦略計画が支持する内容には論理的一貫性が必要）。

ｄ－過去の実績および課題（既存の会社の場合）。

ｅ－現況（既存の会社の場合）

�事業の損益は黒字・赤字のどちらであるか。
�最近の売上動向および利益動向。
�最近，製品・サービスの売上構成にどのような重大な変化が生じたか。
�その他の重要な変化の詳細。

ｆ－会社の今後の目標および目的。これには今後予想される重大な方向転換も含める（既存の

会社の場合）。

６－製品・サービスの特徴および強み：

�販売を予定する製品・サービスの説明。
�製品・サービスが消費者に与える便益（可能な場合は便益を数値化する）。
�専売的地位：製品・サービスの専売的地位の有無。専売的地位にある場合は，その保護方法。
�製品の製造技術およびその独自性。
�顧客のニーズを満たす代替製品・サービス。
�製品・サービスが持っている，または持つ予定の技術的競争力
�競合品と比較した，製品・サービスの競争上の優位点。
�オフセット合弁会社のコア・コンピテンシー。
�製品・サービスの将来的な発展余力の説明。

７－市場調査・市場分析：

�市場規模・市場動向－
全体的な市場規模。市場は拡大しているか，または縮小しているか。拡大・縮小のペース。

�市場シェア－
プロジェクトが獲得する市場シェアの見込み。

�顧客の特徴
ａ－地域別，人口動態別，その他の市場セグメント別に見たターゲット顧客の識別。

ｂ－顧客のニーズ。

ｃ－顧客の購買判断方法。

ｄ－どのような顧客をターゲットとするか。

ｅ－採用する市場参入戦略。

�外的要因
当該製品・サービスの需要に影響を及ぼす外的要因。プロジェクトの製品・サービスの市場で

の情勢，プロジェクトの経営判断，顧客または競合他社の判断のいずれにも直接関係しない要因
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（これには経済的，政治的，組織的，法的，社会的，技術的，環境的な一般的状況が含まれる）。

�競争の基礎
プロジェクトの競争力に影響する市場の原動力とは何か。コストの安さ，技術の進歩，品質ま

たは特徴による製品の差別化能力，市場の細分化など。

�競合他社
プロジェクトの競合会社を特定し，可能な場合には，各競合会社の強み・弱みを具体的に挙げ，

売上，従業員数，製品・サービス，今後の戦略等の面から実力を判断する。

�参入障壁
ａ－プロジェクトの市場参入を妨げる要因の有無。

ｂ－参入障壁を克服するための戦略。

８－マーケティング計画：

�総合的戦略：総合的なマーケティング手法（例えば，販売部門の構成，販売ステージ，流通チ
ャネル，販促種類等）。

�具体的な目標・戦略：
ａ－具体的な売上目標。数量および通貨で示す。

ｂ－目標達成のための戦略。

�販売戦術－具体的な販売戦術（直接販売，間接販売，テレマーケティング等）。
�販売部門の報酬・動機づけ：
ａ－販売部門の報酬・動機づけのために用いる戦略（例えば，給与，歩合制，給与と歩合制の

組合せ，賞与，報奨金等）。

ｂ－販売部門に対するトレーニングや継続的支援の提供内容：

�価格の決定：価格戦略を説明する。製品・サービスの価格決定方法。コストとの関係。競合他
社の価格との関係。

�顧客サービス（該当する場合）。
�戦略的提携（計画のある場合）。

９－運営計画：

�プロジェクトの所在地
�設備：事務所，工場，機械，装置，車両等のプロジェクトに必要な主要設備。プロジェクトの
資本予算およびその他の財務見通しには，設備費用を含める。

�年間生産能力（最大能力および予想能力）
�技術：
ａ－プロジェクトによって生まれる技術の内容

ｂ－競合技術の有無

ｃ－プロジェクトに含まれる研究開発の内容

ｄ－製品・サービスが陳腐化する時期の見通し

�調達先
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ａ－必要な主要原材料・備品，それらの調達先企業

ｂ－代替的（予備的）調達先のリスト

�必要在庫量
必要在庫量と在庫管理プロセス

�トレーニングおよび支援
労働者が必要とするトレーニングと継続的支援の種類

�品質管理
採用する品質管理手法

�支払方法
製品・サービスの代金回収方法。利用する信用の種類および期間。

１０－管理：

�組織図
�取締役会（会社の場合）－
各取締役の略歴，現在の職業。

�経営陣の適性および経験－
経営陣およびその他主要な従業員の適性および経験を説明する。主な功績を含める。

�報酬制度－
経営陣に対して予定する報酬形態および金額。報酬と業績との連動性。取締役報酬の予定。

�支援サービス－
コンサルタントおよび主要なパートタイム従業員のリスト。

１１－重大なリスク・課題：

オフセット合弁会社の直面する重大な課題を特定し，経営陣が計画するそれらの克服方法を説明

する。

１２－財務計画：

�過去の財務諸表－既存会社の場合は５年分。
�最低でも当初５年間の財務見通し（各製品別のデータを含めた総合的な財務諸表）。これには以
下のものを含む。

ａ－財務上の前提条件－財務見通しの基礎となる詳細な前提条件。

ｂ－財務構造（現在および予想）：

自己資本金額および内訳（株主構成を含む）。

負債金額および内訳（金利費用を含む）。

�資本予算（５年分の年次予算）－工場・設備費用の内訳および必要な運転資本を記載する。
�予想利益（固定費と変動費に分けて明記する）。
�予想貸借対照表
�予想キャッシュフロー
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付属書類 �

オフセット・プロジェクト進捗報告書の見本

�損益分岐点分析
�財務管理－使用を予定する主要な財務管理および経営情報システムを説明する

１３－クウェートにとっての経済効果

�技術移転：
ａ－移転する技術を説明する。

ｂ－競争力のある技術がある場合はその内容。

�人材：
ａ－職種分類別に技術水準が高度，中度，低度の各従業員の数（クウェート人，クウェート人

以外で区別）。職種分類の例としては，管理，生産・流通，販売・マーケティング，研究開発等。

ｂ－各カテゴリーの従業員の報酬金額の範囲（年間）。

�教育・訓練－各職種の従業員のための教育・訓練計画を説明する。
�国際企業との事業協力の奨励。
�経済的付加価値の達成。
�外国投資誘致策への寄与。
�輸出入代替品の拡充。
�科学研究－科学研究活動の計画を説明する。
�クウェート経済への全般的影響。

１４－オフセット・クレジットの合計

�オフセット合弁企業に付与されたオフセット乗数および外国契約者の出資額を勘案し，オフセ
ット合弁企業が獲得するオフセット・クレジットの概算値を示す。

１５－付録

�事業計画の各セクションに適合しない内容を対象とする。例えば，製品説明書，顧客からの推
薦文，契約書，技術データ，環境影響度調査など。

進捗報告の対象がオフセット・プロジェクト開始段階か，プロジェクト実施段階かによって異な

るが，進捗報告書は，１１章に示したように，各報告書に必要な情報を示すため，以下のセクション

の内容に的を絞るものとする。その後の年次報告書では，４章で説明したプロジェクトの経済効果

に最大の重点を置くものとする。
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付属書類 �

合意覚書の見本

なお，オフセット・プロジェクト進捗報告書の提出は，通常の方法に加えてウェブサイトからも

行うことができる。（www．kuwaitnoc．com）

１－概略

�その時点までの全体的な進捗または後退の概略。

２－プロジェクトの現況

�報告対象期間内に発生した，プロジェクト実施に影響を及ぼす重要な活動または出来事（プラ
ス面とマイナス面のどちらも）。

�予算対比報告書－年初来の予算と実績データの比較（差額）を示す直近の予算報告書。

３－財務諸表および財務指標

�報告対象期間の貸借対照表。
�報告対象期間の損益計算書。
�報告対象期間の月次キャッシュフロー計算書。
�報告対象期間の主要財務指標。

４－報告対象期間におけるクウェートにとってのプロジェクトの経済効果

�クウェート人の雇用
�従業員の教育・訓練プログラム
�科学研究活動
�技術移転の実績
�クウェート経済に対するプロジェクトの全般的影響

５－次年度の活動計画および工程

�会社が次年度に計画する重要な活動および予想工程を説明する。期待される結果の内容。

国営オフセット会社 合意覚書

（日付）（以下，「発効日」という）に締結された本合意覚書（以下，「本合意覚書」という）

は，以下の両当事者によって締結された。
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１．本合意覚書の実施および管理を目的として，本合意覚書において，クウェート国政府は，クウ

ェートに所在する国営オフセット会社（「NOC」）（住所 クウェート）を正式な代表者

とする。なお，NOCは本合意覚書においてマネージングディレクター を，その正

式な代表者とする（以下，「第一当事者」という）。

２．（会社名）

住所：

本合意覚書における正式な代表者 （以下，「第二当事者」という）。

序文

「第二当事者」は，クウェート国に対する商品とサービスのいずれか，または両方の提供を伴うプ

ロジェクト のための （契約金額）の政府供給契約 （番号）をすでに獲得し

たか，または獲得する予定である。

「第二当事者」は，１９９２年７月２６日開催の閣僚会議決議 No．６９４（９２／３１）によりクウェート国のカ

ウンタートレード・オフセット・プログラムが創設され，２００２年１月２３日付財務相決定 No．�，閣
僚会議決議 No．８６３／２００５，財務相決定 No．１３／２００５，No．４１／２００６および２００７年９月９日発効の新ク

ウェート・オフセット・プログラムのガイドライン２００７年�号の規程の促進に関する財務相決定
No．（３８／２００７）に基づき，財務省に代わり本プログラムの管理にあたる行政組織が国営オフセット

会社（「NOC」）であることを同意する。

「第二当事者」は，上記決議および （日付）オフセット・プログラムのガイドライン参照番

号（ ）（「本ガイドライン」）の規定を慎重に検討し了承した上で，本合意覚書の一部を

構成し，本合意覚書を補完する本ガイドラインに従い，自身の義務を履行することに同意する。

よって，両当事者は，以下のことに合意する。

１．上記序文は，本合意覚書の不可分的一部とみなされ，本合意覚書を補完する。

２．「第二当事者」は，供給契約 （番号）がクウェート・オフセット・プログラムの対象であ

り，従って「第二当事者」はオフセット・プログラムに対する義務（「オフセット義務」）を履行

する必要があることを了解し，これに同意する。このオフセット義務の総額は，

（ 米ドル相当）であり，供給契約額の３５％に相当する。

３．オフセット義務の計算のために，両当事者は，供給契約締結日に適用されるクウェート中央銀

行発表の為替換算レートを使用することに合意する。

また，「第二当事者」によるオフセット履行の枠内でなされる取引または支払に対応する通貨金

額を確定する必要がある場合，供給契約締結日に適用されるクウェート中央銀行発表の為替換算
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レートを使用するものとする。

４．供給契約額が増加または減少する場合，「第二当事者」のオフセット義務は，それにしがたって

比例的に調整するものとする。

５．本合意覚書は，その最後の署名日に発効するものとし，「第二当事者」がそのオフセット義務を

履行するまで完全に有効とする。

６．本合意覚書の締結は，「第二当事者」がオフセット義務の履行手段である投資プロジェクト（

の分野）を提出できることを基礎とする。

７．「第二当事者」のオフセット義務に適用されるオフセット開始日は，上記供給契約（ ）番

号の締結日とする。

８．「第二当事者」は，当該供給契約の締結日から１年間の猶予期間を付与され，その後オフセット・

プロジェクトの実施を開始し，当該日を有効なオフセット・プロジェクト開始日とみなす。

９．本合意覚書の締結により，オフセット・プログラムのガイドラインに定めた全ての規則および

規程ならびにオフセット・プログラムの全ての規制上の手続きは，「第二当事者」のオフセット義

務の履行のために本合意覚書で採用されたものとみなし，「第二当事者」は，本ガイドラインに定

めたオフセット・プログラムの様々な実施段階の工程表に基づき，「第一当事者」経営陣の判断に

従って，オフセット・プログラムに基づく義務を履行する。「第二当事者」は，「第一当事者」の

書面による事前の同意を得ずに，この工程表にいかなる変更または修正も加えてはならない。

１０．「第一当事者」がオフセット・プロジェクトの基本計画書と事業計画のいずれか，または両方を

承認した後は，「第一当事者」の書面による事前の同意を得た場合に限り，その基本計画書等の変

更と差替えのいずれか，または両方を行うことができる。「第一当事者」の同意の有無にかかわら

ず，「第二当事者」の要請した変更と差替えのいずれか，または両方は，オフセット・プログラム

の工程表に基づく「第一当事者」の判断に従い，「第二当事者」の契約上の義務を免除しない。

１１．「第二当事者」によるオフセット・プロジェクトへの参加に装置，機械または現代的技術が伴う

場合，その装置等の価値は，両当事者が受諾し得る第三者が判断する。

１２．本合意覚書の「第二当事者」のオフセット義務の履行およびオフセット・プログラムに基づく

履行に関する全ての事項は，クウェートの定める法令に基づき解釈し，同法に準拠するものとす

る。「第二当事者」は，上記事項に関連する全ての紛争に関してクウェート国の裁判管轄権に服す

ることに同意する。
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１３．本合意覚書は，「第一当事者」と「第二当事者」の間の書面による合意がある場合に限り，変更，

補足，修正または解除することができる。本合意覚書は，次の場合に解除される。

ａ．当該供給契約の解除

ｂ．両当事者の合意

ｃ．「第二当事者」のオフセット義務の履行

１４．「第二当事者」は，当該供給契約締結日の後３０日以内に，クウェートの銀行が NOCのために発

行した無条件，不可分的かつ取消不能の銀行保証（本合意覚書の一部を構成する，本合意覚書に

添付した別紙 Aの書式による）を差し入れるものとする。この銀行保証の金額は，当該供給契約

額の６％相当とするが，最終的な供給契約額に合わせて修正することができる。この銀行保証を

要件とする目的は，オフセット・プログラムの要件に従い，「第二当事者」がオフセット・プログ

ラムに基づくオフセット義務を完全に履行することの確保である。「第一当事者」は，以下の場合

に上記銀行保証から代位弁済を受ける権利を有する。

�「第二当事者」がオフセット義務の履行を拒否した場合
�「第二当事者」による義務の履行に関して怠慢または違反が生じ，かつそれに関する正式な
通知で定められた期間内に当該不履行または違反を是正できない場合

「第二当事者」による予定損害賠償額の支払いは，NOCに対するオフセット義務不履行の唯一の救

済手段とする。

銀行保証の条件に従い，銀行保証額は，当該会社によるオフセット義務の履行に応じて（同額だ

け）減額される。「第二当事者」がオフセット義務を実際に完全履行したことを示したときに，「第

一当事者」は，当該銀行保証を完全に解除するものとする。

１５．両当事者は，本合意覚書または本合意覚書の主題に関するその他の文書を厳格に秘密に取扱い，

法律により要求される場合または上記本合意覚書等の条件の実施を目的に専門家に開示する場合

を除き，また，合意覚書の該当する当事者が事前に承認した場合を除き，いかなる第三者にも上

記本合意覚書等の全部または一部を開示してはならない。

１６．本合意覚書両当事者のいずれか一方が合併またはその他の形式の再編成の対象となる場合，当

該当事者の法律上の後継者もまた，あたかも本合意覚書の当初の当事者であったかのごとく，本

合意覚書の条件に拘束されるものとする。

１７．「第一当事者」は，NOCの認める国際的な監査法人が「第二当事者」の提出するオフセット・プ

ロジェクト関連の全ての財務書類について保証することを要請する権利を有する。

１８．「第二当事者」は，オフセット・プロジェクトの実施を成功させる中で，オフセット・プログラ

ムの役割を強調するために可能な限り努力するものとする。この努力は，プレスリリース，記者
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付属書類 �

銀行保証書および銀行保証減額証明書見本（合意覚書 別紙 A）

会見，広告宣伝のいずれか，または全てを含めて限定されない。

１９．本合意覚書は，アラビア語および英語の両方で締結する。両者の間に矛盾がある場合，アラビ

ア語版が優先する。

（署名欄）

銀行保証書見本

宛先：

銀行保証書

番号：

弊行は，（供給者） （以下，「本件契約者」という）が（商品／サービス／補給品）の供給のた

めに （クウェート政府組織）と締結した契約（「本件契約」）から生じるオフセット・プログラム

に関連して 日付の合意覚書（以下，「本件合意覚書」という）を貴社と締結し，オフセット・プ

ログラムに対する本件契約者の義務の履行の担保として本件契約額の６％に相当する（金額）

の銀行保証が必要であることを確認している。

よって，本件契約者のために，弊行 は，本件契約者またはその他の第三者の異議申

し立てにも拘らず，本件契約者がオフセット・プログラムに基づく義務の履行を怠った旨を記載し

た書面による請求を受け取り次第，合計で最大 （金額） を超えない金額を貴社の最初の要求時

に貴社に支払うことを保証する。

本保証に基づき支払可能な金額は，本保証に基づく支払額に従い自動的に減少するものとする。ま

た，本件契約者が随時，減額証明書（添付の書式で提出する）を弊行に提出した場合，本保証に基

づき支払可能な金額は，その減額証明書の金額と同額だけ減少するものとする。ただし，これは，

国営オフセット会社の役員または権限を有する代表者が，その減額証明書に署名することを条件と

し，その減額証明書は，弊行が当該減額を貴社に書面で通知した場合に限り有効とみなされる。
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本保証は，弊行が （日付）以前に貴社から受け取った全ての書面による要求に対して有効であり，

上記日後は，本保証に基づく貴社に対する弊行の義務は終了し，本保証は無効となる。

本保証は，クウェートの定める法令に準拠するものとする。

銀行保証減額証明書の見本

銀行保証書 番号

（保証受取人レターヘッド）

減額証明書

宛先：（保証人である国内銀行名を記入）

日付：（日付を記入）

末尾に署名した国営オフセット会社（「NOC」）は，オフセット・プログラムを目的にクウェート国

政府の正式な権限を有する代表として活動しており， （政府組織）と （本件契約者）の

間で締結した供給契約 （番号）から生じたオフセット義務に関して （本件契約者）と国

営オフセット会社（NOC）が （日付）で締結した合意覚書に関して，次のことを証明する。

Ａ）（本件契約者）は，上記供給契約に関するオフセット義務の一部を履行したことを NOCに証

明した。

Ｂ）NOCは， （国内銀行名）の保証 （番号）に基づき支払可能な金額を （金額）減額

し，銀行保証合計額を新たに （金額）とすることを要請する。

敬具

国営オフセット会社（NOC）

氏名：

役職：
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