
氏名（50音
順）

（生年）
国籍 手続言語 経験値

備考
（詳細な情報が掲載されているウェブサイト。法律家以外の

場合はその専門領域その他）

荒井　史男
（1937） 03 07 15 18 日本 日本語 7

粟津　光世
（1943） 02 日本 日本語・中国語・

英語 2

飯島　澄雄
（1941） 98 99 99 01 03 04 04 05 06 06 09 10 11 12 日本 日本語・英語 29 https://t-toranomonlaw.com/lawyers

池田　順一 18 日本 日本語・英語 2 http://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1641/

池田　裕彦
（1960） 18 日本 日本語・英語 1 http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/ikeda_hirohi

ko.php
磯貝　祐一
（1965） 14 日本 日本語 1

磯田　光男
（1970） 10* 15 日本 日本語・英語 2 http://www.miyake.gr.jp/profile/%E7%A3%AF%E7

%94%B0%E5%85%89%E7%94%B7

出井　直樹
（1960） 03 04 08 09 10 11 12 13* 13 19 20 20 20 日本 日本語・英語 19 https://www.kojimalaw.jp/profile/profile_002/

射手矢　好雄
（1956) 20 日本 日本語・英語・

中国語 2 https://www.amt-law.com/professionals/profile/YIT

井上　葵
（1977) 20 日本 日本語・英語 2 https://www.amt-law.com/professionals/profile/AII

井原　一雄
（1937） 98 98 00 00 01 04 05 07 09 09 12 13 日本 日本語・英語 22

2022/6/9現在

一般社団法人日本商事仲裁協会の仲裁人・調停人経験者リスト(日本人)
（1998年~2021年の申立仲裁事件及び申立調停事件）

当事者選任仲裁人（当事者に代わって協会が選任したものを含む。）
単独仲裁人（当事者合意による場合と協会選任の場合の両者を含む。）
第三仲裁人

このリストは、掲載についてご本人の同意があった方のみで構成されています。氏名の綴り、生年、国籍、言語及び備考欄の情報は、仲裁人・調停人経験者本人から提供を受けたものです。

仲裁・調停経験の種類
（数字は申立てがあった西暦の下2桁。赤字は仲裁言語が英語。青字は中国語）

調停人

「経験値」のうち黒の数字は、当事者選任仲裁人、単独仲裁人、第三仲裁人の経験1回をそれぞれ1点、2点、3点として計算し、オレンジの数字は、調停人、第三調停人の経験1回をそれぞれ１点、２点として計
算し、それを加算したものです。各点数は、協会が、事件処理における仲裁人・調停人の責任・負担の程度を仲裁・調停経験の種類に応じて機械的にウェイト付けしたものであり、経験値（点数の合計値）はあくま
でも参考のための数値です。
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（数字は申立てがあった西暦の下2桁。赤字は仲裁言語が英語。青字は中国語）

岩崎　一生
（1935） 00 11 日本 日本語・英語 3

内田　晴康
（1947） 14 日本 日本語・英語 2 https://www.tmi.gr.jp/people/h-uchida.html

枝廣　隆夫 4 日本 日本語 1

江藤　洋一
（1950） 09* 日本 日本語・英語 1

大川　宏
（1945） 03 03 05 05 07 日本 日本語 5 http://www.aozora-law.com/ookawa.html

大本　俊彦 09 日本 日本語・英語 1 http://omoto4adr.com/ja_JP/about

岡田　春夫
（1954） 01 04 06 06 10 11 14 日本 日本語・英語 13 http://www.okada-

law.com/index.html/aboutus/index.html

落合　孝文 11 日本 日本語・英語・中国語 1 http://www.aplaw.jp/lawyers/takafumi-ochiai/

小原　望
（1942） 04 12 13 日本 日本語・英語 5 http://www.oharalaw.jp/staff/#01

小原　正敏
（1951） 00 02 02 03 03 05 06 09 10* 11 15 21 日本 日本語・英語 18 http://www.kikkawalaw.com/index.php?Mod=Memb

er&Cmd=DataList&Action=Detail1&SOMid=6

小原　淳見 13 日本 日本語・英語 2 http://www.noandt.com/data/lawyer/index/id/1601/

柏木　秀一
（1953） 02* 12 13 日本 日本語・英語 5 http://www.kashiwagi-

law.co.jp/members/kashiwagi_s.html
柏木　昇
（1942） 99 01 04 09 12 13 14 17 17 日本 日本語・英語 20

片山　英二
（1950) 18 日本 日本語・英語 1 https://www.aiklaw.co.jp/profiles/eiji_katayama/

河端　雄太郎
  (1980) 12 日本 日本語・英語 1 https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0188.html

北居　功 07 日本 日本語・英語 1 http://www.clb.law.mita.keio.ac.jp/kitai/professor.ht
ml

北川　俊光
（1939） 00 日本 日本語・英語 1 http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/kitagawa_toshi

mitsu.php
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清河　雅孝
（1944） 17 日本 日本語・英語・

中国語・台湾語 1 http://www.km-legal.com/introduction/index.html

日下部　真治
（1969） 09 11 12 13 14 16 20 日本 日本語・英語 13 https://www.amt-law.com/professionals/profile/SJK

草野 芳郎
（1946） 21 日本 日本語 1 http://www.yabukilaw.jp/kusano.html

國谷　史朗
（1957） 12 15 17 17 日本 日本語・英語 4 http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/kuniya_shiro.p

hp

小杉　丈夫
（1942） 98 99 02* 02 07 10 11 12 15 17 日本 日本語・英語 20 http://www.mknet.jp/profile_n/kosugi.html

児玉　実史
（1966） 10* 11 12 20 日本 日本語・英語 7 https://www.kitahama.or.jp/professionals/masafu

mi-kodama/

小塚　荘一郎 18 日本 日本語・英語 2 http://www.gakushuin.ac.jp/univ/law/professor/kozu
ka.html

小林　和弘
（1967） 13 日本 日本語・英語 1 http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/kobayashi_kaz

uhiro.php

小林　隆夫 09 日本 日本語 1

小林　秀之
（1952） 98 15 日本 日本語・英語 2

小松　陽一郎
（1948） 01 日本 日本語 1 https://www.komatsulaw.com/syoukai/komatsu.p

hp
佐藤　恭一
（1944） 04 日本 日本語・英語 3 http://www.city-

yuwa.com/attorneys/KyoichiSato.html

佐藤　歳二
（1936） 01 04 06 日本 日本語 3 https://www.tmi.gr.jp/people/to-sato.html

篠原　勝美
（1944） 15 18 日本 日本語 4 https://www.tmlo.jp/lawyer/counsel/shinohara.html

清水　知彦
（1961） 08 13 日本 日本語・英語 3

清水　節
（1953） 21 日本 日本語・英語 3 https://yp-law.jp/lawyers/shimizu_misao/

鈴木　五十三
（1950） 15 17 18 20 日本 日本語・英語 8 http://www.kogapartnerslaw.com/attorneys/suzuki.h

tml
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須網　隆夫
（1954） 01 03 05 12 12 17 日本 日本語・英語 9 https://researchers.waseda.jp/profile/ja.fc9b1c3aab1

09e98a4789092b36c8246.html

園尾　隆司
（1949） 16 日本 日本語・英語 1 https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0715.html

髙取　芳宏
（1963） 07 08 10 11 12 1３ 13 15 18 20 日本 日本語・英語 13 https://www.kiaal.com/lawyers/y_takatori

高谷　進
（1944） 00 05 07 08 13 日本 日本語 9 http://www.tuchiya-law.com/lawyer/

滝澤　孝臣
（1947） 15 15 日本 日本語 2

竹内　康二
（1944） 01 日本 日本語・英語 1 http://www.sakuralaw.gr.jp/profile/takeuchi/index.ht

m

竹内　淳
（1961） 17 18 日本 日本語・英語 5 http://www.ilo.gr.jp/professional/profile/jun_takeuch

i_10.html

竹之下　義弘
（1941） 08 日本 日本語・英語 1 https://ayaotsuka.ojaru.jp/site/professionals/lawye

r01.html
田中　齋治
（1939） 01 01 03 05 06 07 08 13 日本 日本語・英語 18

田中　成志 19 日本 日本語・英語 2 http://www.ast-law.gr.jp/profT.html

田中　豊
（1949） 98 98 02* 04 09 10 12 13* 15 16 17 日本 日本語・英語 21

谷口　安平
（1934） 98 08 15 日本 日本語・英語 5 http://www.mknet.jp/profile_n/taniguchi.html

辻居　幸一
（1956） 99 06 日本 日本語・英語 4 http://www.nakapat.gr.jp/ja/professionals/koichi-

tsujiimr/
手塚　裕之
（1961） 07 10* 日本 日本語・英語 4 https://www.jurists.co.jp/ja/attorney/0012.html

道垣内　正人
（1955）

99 99 00 01 01 04 11 12 13 日本 日本語・英語 17 http://www.f.waseda.jp/dogauchi/

飛松　純一
（1972) 18 日本 日本語・英語 2 https://gaienpartners.com
富越　和厚
（1947) 18 日本 日本語 1 https://hap-law.com/member/kazuhiro-tomikoshi/
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（数字は申立てがあった西暦の下2桁。赤字は仲裁言語が英語。青字は中国語）

内藤　順也
（1964） 01 10 10 11 12 12* 14 15 15 15 16 18 日本 日本語・英語 17 https://www.mmn-

law.gr.jp/lawyers/detail.html?id=9
中町　昭人
（1968） 14 日本 日本語・英語 1 https://www.amt-law.com/professionals/profile/AKN

丹羽　一彦
（1945） 01 日本 日本語 1

長谷川　俊明
（1948） 98 99 01 03 04 日本 日本語・英語 10 http://www.hasegawa-law.jp/lawyer1.html

花水　征一
（1945） 01 04 04 06 07 日本 日本語・英語 9

早川　吉尚
（1968） 10 17 17 日本 日本語・英語 5 https://uryuitoga.com/members/%E6%97%A9%E5

%B7%9D%E3%80%80%E5%90%89%E5%B0%9A

平井　昭光
（1960） 00 日本 日本語・英語 1 http://www.lexwell.com/Jp/members.html

廣田　尚久 04 05 日本 日本語 2 http://www.hirota-dr.com/index.php

藤原　誠
（1952） 03 04 10 10 11 14 日本 日本語 7

藤本　一郎
（1975) 19 日本 日本語・英語・中国

語 2 http://ci-lpc.com/member/5/

前田　葉子 20 日本 日本語・英語 1 https://www.city-yuwa.com/attorneys/YokoMaeda.html

松下　淳一
（1961） 12 日本 日本語・英語 1 http://www.j.u-

tokyo.ac.jp/faculty/matsushita_junichi/

松山　恒昭
（1942） 09 日本 日本語 3

http://www.daiichi-
law.jp/lawyer/%e6%9d%be%e5%b1%b1%e3%80%
80%e6%81%92%e6%98%ad

水野　海峰
（1975) 18 日本 日本語・中国語 2 http://www.kom-law.com/introduce.html

三山　裕三
（1955） 01 14 日本 日本語・英語 3 http://www.mlonet.jp/lawyer.html

武藤　元
（1961） 11* 日本 日本語・英語 1 http://forumlaw.net/?page_id=12
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武藤　佳昭
（1964） 14 日本 日本語・英語 1 https://www.bakermckenzie.co.jp/peoples/yoshiak

i_muto#!seminar
村上　幸隆
（1954） 15 15 日本 日本語・中国語 3

茂木　鉄平
（1958） 11 15 日本 日本語・英語 3 http://www.ohebashi.com/jp/lawyers/mogi_teppei.p

hp

安國　忠彦
　(1972) 21 日本 日本語・英語 1 https://www.nandhlaw.com/members.html#pg02b

本山　信二郎
（1966） 05 11 17 18 日本 日本語 6 http://www.hiroo-mslaw.com/attorney.html

簗瀬 捨治
（1941） 21 日本 日本語・英語 1 http://shujiyanase.com/about/about-jp/

山浦　善樹 07 日本 日本語 1

山上　和則
（1939） 13 日本 日本語・英語 3 http://www.yglpc.com/professionals/yamagami_kazu

nori/

山川　亜紀子
（1973） 17 日本 日本語・英語 2 https://www.vl-

tokyo.co.jp/team/akiko_yamakawa.html
山川　洋一郎
（1941） 10 日本 日本語・英語 3 http://www.kogapartnerslaw.com/attorneys/yamaka

wa.html
山口　孝司
（1949） 15 日本 日本語・英語 2 http://www.yamaintl.gr.jp/members.html

山﨑　栄一郎
（1965) 20 日本 日本語・英語 1 https://www.nishimura.com/ja/attorney/1096.html

山﨑　司平
（1950） 13 日本 日本語 1 http://www.ginza-rights.jp/lawyers/yama.html

山﨑　順一
（1943） 08 12 13 15 16 17 日本 日本語・英語 12 http://www.kwm.com/ja/jp/people/junichi-yamazaki

山﨑　恒
（1948） 17 日本 日本語 1 https://kikuchisogo.bengo-

shi.com/index.php/lawyer/yamazaki
山本　和彦**
（1961） 10 16 日本 日本語 5 https://hri.ad.hit-u.ac.jp/html/188_profile_ja.html

山本　忠雄
（1941） 01 日本 日本語 3
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氏名（50音
順）

（生年）
国籍 手続言語 経験値

備考
（詳細な情報が掲載されているウェブサイト。法律家以外の

場合はその専門領域その他）

仲裁・調停経験の種類
（数字は申立てがあった西暦の下2桁。赤字は仲裁言語が英語。青字は中国語）

吉川　精一
（1941） 07 09* 日本 日本語・英語 4 http://www.kogapartnerslaw.com/attorneys/yoshi

kawa.html

吉野　孝義
（1947） 14 日本 日本語 3 http://www.lawschool.osaka-

u.ac.jp/about/teacher/yoshino.html

渡部　晃
（1953） 13 13 16 17 17 日本 日本語 9 https://researchmap.jp/read0157918

和仁　亮裕
（1951） 98 01 日本 日本語・英語 3 http://www.mofo.jp/attorneys/mofolo/akihiro_wan

i.html

*　複数の仲裁申立てがあり、後に併合されたため1件とカウントしている。

**　山本和彦は、2022年6月3日に日本商事仲裁協会の仲裁・調停担当業務執行理事に就任したため、「一般社団法人日本商事仲裁協会役職員その他の関係者の仲裁・調停事件への関与に関する方針」(2018年7月1日
施行）第4条により、在任中は仲裁人・調停人に就くことはできません。
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