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西田法務研究所通信

本広告に関するお問合せは、西田法務研究所代表（西田章）akira@nishida.meまで

「本書が想定する潜在的読者には、大別して２つの層がある。一方は、医業・ヘルスケア業界で法務・知財・規制に

係る業務に関与されており、ご自身で直接担当されている職務分野以外の概要も把握されたいという層であり、他方

は、これから医薬・ヘルスケア業界へ参入しようとする事業会社や、医薬・ヘルスケア事業を行う会社への投資をす

るか、もしくは投資をアシストする業務に関与されている層である。」

「後者の層は、医薬・ヘルスケア業界の法務・知財・規制の独自性について、過剰に警戒心を抱いているかもしれない。

しかし、だからといって、それに目をつむるわけにはいかない。医薬・ヘルスケア業界で求められる投資金額は大きく、

1つの医薬品等が上市にまでこぎつけられるか、先行者利益をどれだけ確保することができるかは、投資に対する

リターンの大きさとそれを得るまでの時間に決定的に影響する。そこには、法務・知財・規制が大きくかかわって

いるのであるから、その概要や着眼点をインプットしておくことが必要である。」

　　
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ編

　　「医薬・ヘルスケアの法務　規制・知財・コーポレートのナビゲーション〔第2版〕」（商事法務、2020年10月）
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Ⅰ．はじめに

「外国弁護士による法律事務の取扱いに関する
特別措置法の一部を改正する法律」（令和2年法律
第33号。以下「本改正法」という。）が、2020年（令
和2年）5月22日に成立し、同月29日に公布された。

本改正法は、社会経済の変化により、求められ
る法律事務の内容が国際化・複雑化している状況
により適切に対応するため、主に、以下の３点、
すなわち
①�国際仲裁代理の範囲拡大・国際調停代理の規定

整備
②�職務経験要件の緩和
③�弁護士と外国法事務弁護士が共に社員となる弁

護士・外国法事務弁護士共同法人（以下「共同
法人」という。）制度の導入

を内容としている。
本稿は本改正法の概要につき、①の点を中心に

紹介するものであるが、本稿中意見にわたる部分
は筆者らの個人的な見解であることをあらかじめ
お断りしておく。

Ⅱ．�国際仲裁・国際調停代理に関する改
正の経緯1）

1. 平成８年外弁法改正
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特

別措置法（以下「外弁法」という。）は、1986年（昭
和61年）制定、1987年（昭和62年）４月に施行
され、外国において弁護士となる資格を有する者
が、法務大臣による承認を受け、かつ、日本弁護
士連合会（以下「日弁連」という。）の名簿に登
録された場合には、日本において外国法事務弁護
士として一定の外国法に関する法律事務を行うこ
とを認めている2）。

外弁法は累次の改正がされているが、国際仲裁
代理の規定が整備されたのは、平成８年外弁法改
正時であり、

（a）�国際仲裁事件を、我が国を仲裁地とする民事
に関する仲裁事件であって、当事者の全部又
は一部が外国に住所又は主たる事務所若しく
は本店を有する者であるものと定義すること

（b）�外国法事務弁護士は、国際仲裁事件の手続（当
該手続に伴う和解の手続を含む。）について
の代理を行うことができることとすること

令和2年外弁法改正について
～国際仲裁代理・国際調停代理を中心に～

川副万代 Kawazoe Mayo 豊澤悠希 Toyosawa Yuki

法務省　大臣官房付 兼 大臣官房司法法制部付 法務省　大臣官房司法法制部付

1）この他に、職務経験要件の緩和については2016年（平成28年）7月に報告書が取りまとめられた「外国法事務弁
護士制度に係る検討会」において、共同法人制度の導入に関しては2009年（平成21年）12月に報告書が取りまとめ
られた「外国弁護士制度研究会」及び前記「外国法事務弁護士制度に係る検討会」において、それぞれ議論されたと
ころである。
2）2020年（令和2年）10月1日現在、外国法事務弁護士の登録者数は441名である。
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（c）�外国弁護士であって外国において当該外国弁
護士となる資格を基礎として法律事務を行う
業務に従事している者（国内において雇用さ
れて外国法に関する知識に基づいて労務の提
供を行っている者を除く。）は、その外国に
おいて依頼され又は受任した国際仲裁事件の
手続についての代理を行うことができること
とすること

を主な内容としていた。
かかる改正により、外国法事務弁護士及び要件

を満たした外国法事務弁護士でない外国弁護士
（以下、これらを併せて「外国法事務弁護士等」
という。）は、我が国において、外国法に関する
法律事務か否かにかかわらず国際仲裁事件の手続
を代理することが可能となり、今般の改正まで運
用がされてきたところである。

2. 国際仲裁代理の範囲拡大・国際調停代理の規
定整備の検討

近年、企業の国際商事取引等が増加する中で、
国際商事取引等の紛争解決の手段として国際仲裁
がグローバルスタンダードとなっていることを踏
まえ、政府としても我が国の国際仲裁の活性化に
向けた取組を行うこととなった3）。内閣官房に設
置された「国際仲裁の活性化に向けた関係府省連
絡会議」が2018年（平成30年）4月に公表した「国
際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」（中間
とりまとめ）においては、国際仲裁の活性化に向
けた施策の一つとして「外国法事務弁護士等の仲
裁に関与し得る範囲の更なる明確化やその見直し
の要否を検討」することが盛り込まれた。

また、国際調停についても、外弁法上、国際調
停事件は定義されていないものの、費用・時間の
面で低コストであることから企業間の国際紛争解

決の手段として近年注目されており、仲裁手続に
先立ち調停を実施するなどの多段階紛争解決手続
が利用されるなどしていることから、外国法事務
弁護士等の国際調停事件の代理を認める必要性が
高いことや、国際仲裁事件の代理が認められてい
ることとの均衡からすれば、よりソフトな手続で
ある国際調停事件についても代理が認められてし
かるべきといった指摘がされるなどしていた。

このような状況を受け、法務省は、日弁連と共
同して、民事手続法の有識者、弁護士、外国法事
務弁護士、企業の法務担当者等を構成員とする「外
国法事務弁護士による国際仲裁代理等に関する検
討会」（座長：松下淳一。東京大学大学院法学政
治学研究科教授。以下「検討会」という。）を設
置した。検討会は、2018年（平成30年）9月、
�・�外国法事務弁護士等が代理することができる国

際仲裁事件の範囲の拡大
�・�外国法事務弁護士等による国際調停事件の手続

についての代理の規定の整備
を早期に図るべきなどとする報告書を取りまとめ
た4）。

3. 国会での審議
法務省において検討会の報告書を踏まえて法律

案の立案作業が行われ、外弁法一部改正法案が、
2019年（令和元年）10月18日、第200回国会に提
出された。その後、同年12月3日、衆議院本会議
で可決されたものの継続審査となり、第201回国
会において、2020年（令和2年）4月10日に参議
院本会議にて、同年5月22日に衆議院本会議にて
それぞれ可決されて本改正法が成立し、同月29
日に公布された。

3）法務省は、2019年度（令和元年度）から5年間、一般社団法人日本国際紛争解決センターに委託し、国際仲裁の活
性化に向けた基盤整備に関する調査等を行うこととし、その一環として、2020年（令和2年）3月、虎ノ門ヒルズビジ
ネスタワーに国際仲裁専用施設をオープンした（http://idrc.jp/）。また、商事法務研究会で開催されている「仲裁法
制の見直しを中心とした研究会」においては、法務省担当者も参加して仲裁法の見直し等の議論が行われ、取りまと
めがされた。https://www.shojihomu.or.jp/kenkyuu/tyusaiminaoshi
4）検討会において､ 外国法事務弁護士でない外国弁護士が､ 当該外国弁護士となる資格を基礎として法律事務を行
う業務に従事している外国において依頼され又は受任した国際仲裁事件に限る（改正前の外弁法第58条の2）との要
件の必要性についても議論されたが､ この点について本改正法においては要件が維持されている。
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Ⅲ．本改正法の概要5）

1. 国際仲裁代理の範囲拡大及び国際調停代理の
規定整備について

（a）国際仲裁事件の手続の代理について
改正前の外弁法では、国際仲裁事件の定義とし

て、「国内を仲裁地とする」民事に関する仲裁事
件に限っていたが、法的には仲裁地と仲裁実施地
は必ずしも一致している必要はない上（仲裁法第
28条第3項参照）、実務上も、仲裁地と異なる国
で審問手続を行ったり、複数の国にまたがってオ
ンラインで審問手続を行うことなどが広く行われ
ている。外国を仲裁地として我が国で審問手続を
行う場合に外国法事務弁護士等が代理することが
できないのは不合理であるため、本改正法では「国
内を仲裁地とする」との要件は撤廃された（第2
条第11号柱書〔第2条第14号柱書〕）。

そして、民事に関する仲裁事件であって、次の
（i）から（iii）までのいずれかの要件に該当すれば、
「国際仲裁事件」に該当することとなった6）。
（i）まず、紛争当事者について、従前の当事者の
全部又は一部が外国に本店等を有する場合に加
え、以下のとおり定めることとしている。
①�紛争当事者については、両当事者が日本法人で

あっても親会社が外国企業であって紛争解決に
当たって親会社の意向が影響する場合があるこ
となどから、当事者の発行済株式の過半数を有
する者が外国に本店等を有する場合も国際仲裁
事件として扱うこととしている（第2条第11号
イ〔第2条第14号イ〕）。また、株式だけではなく、
持分の過半数を有する者が、外国に本店等を有
する場合も同様である。
�　かかる規律については、検討会等においても、
従前の外弁法においては外国企業の子会社である

日本法人間の紛争に外国法事務弁護士等が関与す
ることができないことから、代理人の選択が狭い
として紛争当事者が日本を仲裁地とすることを避
ける傾向がある旨の指摘がされるなどしたことを
受けて、範囲が拡大されたものである。

②�さらに、①の場合と同等のものとして法務省令
で定める場合を国際仲裁事件と扱うこととし、
その詳細を法務省令に委任している。それを受
けて、外国弁護士による法律事務の取扱いに関
する特別措置法施行規則（以下「規則」という。）
も改正され、規則においては、

�・�外国に本店等を有する者とその完全子法人で
あって日本に本店を置く者が合算して、又は、
当該完全子法人が単独で、紛争当事者の過半
数の株式又は持分を有しているとき（規則第1
条の2第1項第1号）

�・�業務を社員の過半数で決定することとされて
いる法人が当事者となる場合には、外国に本
店等を有する者及びその完全子法人であって
日本に本店を置く者が社員の過半数を占める
とき（規則第1条の2第1項第2号）
についても、国際仲裁事件として扱うことがで

きる旨を定めている。
また、上記二つのいずれの場合でも、外国に本

店等を有する者及びその完全子法人が合算して、
又は､ 当該完全子法人が単独で､ 他の法人の株式
又は持分の全部を有する場合には、当該他の法人
を完全子法人とみなす旨を規定している（規則第
1条の2第2項）。

（ⅱ）次に、当事者間の合意で準拠法を日本法以
外の法と定めた場合においても、当該事件が渉外
性を有することは明らかであるから、このような
場合を新たに国際仲裁事件として扱うこととして
いる（第2条第11号ロ〔第2条第14号ロ〕）。

5）本改正法は、共同法人制度が施行される際に、枝番全体を整理して新たに条文番号を振りなおすこととされている。
そのため、以下において外弁法の条文を引用する際には、特に断らない限り、法律名を省略して本改正法施行後の条
文を引用することとし、本改正法のうち2020年（令和２年）８月29日施行部分については、同日施行の条文を記載し
た上で共同法人制度施行後の条文を括弧〔��〕で追記する。
6）本改正法において、国際仲裁事件の要件充足に関する基準日についての明文規定は設けられていないが、検討会
においては、代理人として活動するための資格は一定の時点で有していれば足りるというものではなく、各代理行為
を行う際にその都度要件を備えている必要があるとの意見が多数を占めた。
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なお、仲裁法においては、仲裁判断において準
拠すべき法について、当事者が合意により定めた
法のほか、このような合意がない場合には民事上
の紛争に最も密接な関係がある国の法令であって
事案に直接適用されるべきものを適用するという
いわゆる密接関連地法の基準を採用しているとこ
ろである（仲裁法第36条第1項、第2項）。しかし、
密接関連地法の適用については、仲裁手続の中で
決定される性格のものであり､ 適用すべき法が仲
裁手続の初期の段階から明確になっているとはい
えない場合も考えられ、外国法事務弁護士等によ
る代理の可否の判断についての予測可能性が必ず
しも担保されているとはいえないといった指摘も
あり、本改正法では当事者が合意により日本法以
外の法を実体準拠法と定めている場合に限ること
とされている。

（ⅲ）仲裁事件においては、基本的に外国を仲裁
地とする事件については当該外国の仲裁法が適用
されるため、外国を仲裁地とする事件については
手続的に渉外性を有すると認めることができる。
そこで、このような場合を国際仲裁事件として新
たに扱うことしている（第2条第11号ハ〔第2条
第14号ハ〕）。

（b）国際仲裁事件に関連する調停手続
また、本改正法は、国際仲裁事件に関連する調

停手続（法文上は「当該国際仲裁事件に係る仲裁
合意の対象とされた民事上の紛争に関する調停の
手続」）についても、これを「国際仲裁事件の手
続等」の一つ（後述の「国際調停事件の手続」と
は異なる。）として代理を可能とする旨の規定を
設けている（第5条の3第1号後段〔第7条第1号後
段〕）。これは、当該紛争が「国際仲裁事件」の定
義に該当するものである限り、これを調停で解決
しようとする場合の当該調停手続に関しては、対

象となる紛争の範囲についての制限なく代理する
ことを可能とするものであり、これにより、いわ
ゆる「Med-Arb」「Med-Arb-Med」などの多段階
紛争解決手続についても、仲裁と調停とでその代
理範囲の差異にとらわれることなく、一貫して代
理をすることが可能となるものと考えられる7）。

（c）国際調停事件の手続の代理について
本改正法は、国際調停事件を以下のとおり整理

し、仲裁手続に先立ち調停を実施する場合に限ら
ず、外国法事務弁護士等が国際調停事件の手続

（あっせんの手続を含み、民間事業者によって実
施されるものに限る。）を代理することができる
ものとしている（第2条第11号の2〔第2条第15号〕、
第5条の3〔第7条〕、第58条の2〔第98条〕）8）。

（i）国際調停事件の範囲は、民事上の契約又は取
引に関する紛争であって、その当事者の全部が事
業者である紛争に限定することとしている（第2
条第11号の2柱書〔第2条第15号柱書〕）。「民事上
の契約又は取引」としているのは、いわゆる契約
紛争のみならず、取引過程で生じる過失などの不
法行為事案についても広く含む趣旨である。

もっとも、当事者の全部が事業者である紛争に
限定したことにより、労働紛争や消費者紛争や家
事紛争は国際調停事件に該当しないことになる。
検討会においては、特に家事紛争にかかる国際調
停事件の手続代理については、外国法事務弁護士
等の代理を求めるニーズがあるのではないかと
いった意見も出されたが、労働紛争や消費者紛争
や家事紛争といった種類の紛争においては、日本
法の特定の強行法規が適用され得る場合が考えら
れるところ、外国法事務弁護士等は日本法につい
ての学識・経験を有することが制度的に担保され
ているものではないこと等から、現時点でこれら
の代理を直ちに認めることが適当とはいえないと

7）従来から、国際仲裁事件の手続開始後に付託された調停の手続については、「当該手続に伴う和解の手続」（改正
前の外弁法第5条の3括弧書き）として代理が可能と解されていたが、本改正法は、明示的に、仲裁開始の前後を問わ
ず、調停手続の代理を認めるものとしている。
8）前述の、（b）国際仲裁事件に関連する調停手続（第5条の3第1号後段〔第7条第1号後段〕と（c）国際調停事件の
手続の代理（同条第2号）のそれぞれの適用場面については、（b）が調停手続開始の時点で仲裁合意が存在する場合に、

（c）がそれ以外の場合、すなわち、調停手続開始の時点では仲裁合意が存在しない場合（紛争解決条項として裁判が
選択されているもの、紛争解決条項の定め自体がないものなど）に、それぞれ適用されるものと整理される。
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の意見も多く、まずは事業者間の紛争に限定され
たものである。

（ii）外国法事務弁護士等が代理できる調停は、
民間事業者によって実施されるものを対象とし、
行政機関や裁判所が実施する調停手続については
除外されている。この趣旨は、裁判所及び行政機
関の調停の手続等について定めた日本法の各法令
についての専門的知見を有することが担保されて
いない外国法事務弁護士等の代理を認めることは
適当とはいえないと考えられたことによる。

（iii）国際性の判断については、国際仲裁事件の
もの（前記（a）（i）及び（ii））と同様であるが、
調停手続においては仲裁手続における仲裁地に相
当する概念がないため、これに準じた規定は設け
ていない（前記（a）（iii））。

（d）施行日
当該部分にかかる施行日は公布から3月経過後

とされており、2020年（令和2年）8月29日に施
行された。

2. 職務経験要件の緩和及び共同法人制度の導入
について

（a）国際仲裁活性化との関連性
前記中間とりまとめ（前記Ⅱ．2参照）には、

国際仲裁手続の代理のほか、「国際・国内を問わ
ずワンストップで仲裁に関与することができる、
日本弁護士と外国法事務弁護士の共同法人の設立
を可能とする制度の速やかな実現に向けた検討」
が盛り込まれた。共同法人制度は、弁護士及び外
国法事務弁護士による業務の更なる共同化、専門
化を図るものであり、日本法・外国法の専門家に
ワンストップで相談可能な制度が整うことで、日
本法及び外国法が複雑に絡む国際仲裁事件の手続
の代理にも、より的確に対応することが可能とな
ることが期待される。

また、本改正法の柱の一つである職務経験要件
の緩和についても、外国法事務弁護士は国際商事
取引及びそれに関連する紛争解決に精通し、国際
仲裁関連業務を専門として行う者も比較的多いこ

とから、今後、外国法事務弁護士が増加した場合
には、国際仲裁事件の担い手の拡充としての積極
的効果はあり得るものと考えられる。

（b）職務経験要件の緩和
外国法事務弁護士となる資格を承認されるため

には、外国弁護士となる資格を取得した後、3年
以上資格取得国又は第三国において外国弁護士と
して職務を行った経験を有する必要がある（いわ
ゆる職務経験要件、改正前の外弁法第10条第1項
第1号）。

改正前は、外国弁護士となる資格を取得した後、
日本において弁護士等9）に雇用され、資格取得国
の法に関する知識に基づいて労務を提供した期間
であるいわゆる労務提供期間について、職務経験
に算入することができるのは1年が上限であった

（改正前の外弁法第10条第2項）が、本改正法に
おいては、3年以上の職務経験を要することに変
更はないものの、労務提供期間の職務経験への算
入上限について、現行の1年から2年に拡大する
こととされている（第10条第2項〔第12条第2項〕）。

これにより、職務経験要件を満たすために必要
な外国において実務経験を積むべき期間は、最短
1年で足りることとなった。

施行日は、国際仲裁代理の規定等と同様に、
2020年（令和2年）8月29日である。

（c）共同法人制度の導入
（i）共同法人制度の創設の趣旨について

本改正法においては、弁護士・外国法事務弁護
士共同法人制度が新設された（第6章）。その趣旨
は、社会経済の変化に伴い、法律事務の国際化、
専門化により的確に対応して質の高い法律事務を
提供していくことを可能とするため、法人組織に
よって弁護士及び外国法事務弁護士の事業の共同
化・専門化を図り、従たる事務所を設けることを
可能としつつ、日本法及び外国法のワンストップ
法律サービスの提供を容易にする点にある。これ
により、専門的な外国法サービスが東京以外の地
域にも展開されることが期待される。

（ii）共同法人制度の概要

9）弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人をいう。
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弁護士法人、外国法事務弁護士法人、共同法人比較表

弁護士法人 外国法事務弁護士法人 弁護士・外国法事務弁護士
共同法人

社員資格 〇弁護士（弁30の4） 〇外国法事務弁護士
（新外58）

〇弁護士、外国法事務弁護士（新
外70Ⅰ）

法人の業務
範囲

〇法律事務一般（弁30の5） 〇外国法に関する法律事務等（新
外59）

〇法律事務一般（新外71）

社員の業務
執行

〇社員各自が業務執行（弁30の
12）

〇社員各自が業務執行（新外62） 〇社員各自が業務執行　
〇日本法に関する法律事務は弁護

士である社員のみが業務執行
�（新外74）

社員の責任

〇法人の財産をもって債務を完済
できないときは、各社員が連帯
責任（弁30の15）

〇特定の事件について、業務を担
当する社員を指定した場合は、
当該指定社員のみが責任を負う

（弁30の14、30の15Ⅳ）

〇法人の財産をもって債務を完済
できないときは、各社員が連帯
責任（新外67Ⅱで準用する弁
30の15）

〇特定の事件について、業務を担
当する社員を指定した場合は、
当該指定社員のみが責任を負う

（新外67Ⅱで準用する弁30の
14、30の15Ⅳ）

〇法人の財産をもって債務を完済
できないときは、各社員が連帯
責任（新外80Ⅰで準用する弁
30の15）

※外国法事務弁護士である社員
は、「弁護士である社員のみが
執行することのできる業務」に
ついても責任あり

〇特定の事件について、業務を担
当する社員を指定した場合は、
当該指定社員のみが責任を負う

（新外80Ⅰで準用する弁30の
14、30の15Ⅳ）

法人の代表

〇業務執行社員が各自代表
〇定款又は総社員の同意により代

表社員を選定
�（弁30の13）

〇業務執行社員が各自
� 代表
〇定款又は総社員の同意により代

表社員を選定
�（新外67Ⅱが弁30の13を準用）

〇業務執行社員が各自代表
〇定款又は総社員の同意により代

表社員を選定（外国法事務弁護
士である社員のみを代表社員と
定めることは不可）

〇日本法に関する法律事務は、弁
護士である社員のみが代表

�（新外75）

事務所の
名称等

〇「法律事務所」と称することが
可能（弁30の21が20Ⅰを準用）

〇当該法人名称を使用する義務あ
り（新外64Ⅰ）

〇「法律事務所」と称することが
可能

〇当該法人名称を使用する義務あ
り

�（新外77）

従たる事務所
の設置、

社員常駐義務

〇従たる事務所の設置が可能（弁
30の21が20Ⅲを準用せず）

〇社員は、原則として、従たる事
務所に常駐する義務あり（弁
30の17）

〇従たる事務所の設置が可能（新
外64Ⅱが新外46Ⅴを準用せず）

〇社員は従たる事務所に常駐する
義務あり（例外なし）（新外67
Ⅱが弁30の17本文のみを準用）

〇従たる事務所の設置が可能（新
外80Ⅰが弁20Ⅲを準用せず）

〇弁護士社員は、原則として、従
たる事務所に常駐する義務あり

（新外80Ⅰが弁30の17を準用）

資格表示義務
なし 〇社員について、業務執行時に資

格表示義務あり（新外63）
〇外国法事務弁護士社員につい

て、業務執行時に資格表示義務
あり（新外76）

不当関与の
禁止等

なし 〇社員が、使用人に対して不当関
与を禁止する等の規定（新外
65）

〇外国法事務弁護士社員による、
弁護士社員並びに弁護士及び外
国法事務弁護士の使用人に対す
る不当関与を禁止する等の規定

（新外78）

懲戒権
〇第一次的に所属弁護士会（適当

と認めるときは日弁連も懲戒可
能（弁56、60））

〇日弁連のみ（新外83） 〇第一次的に所属弁護士会（適当
と認めるときは日弁連も懲戒可
能（新外92、94））
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弁護士及び外国法事務弁護士は共同して共同法
人を設立することができ、共同法人の社員は弁護
士及び外国法事務弁護士でなければならない。ま
た、業務範囲は、弁護士法人と同様、法律事務一
般の業務を行うことができるものとしている（第
71条）。

弁護士である社員は、日本法を含む法律事務一
般の業務を執行することができるのに対し（第
74条第1項）、外国法事務弁護士である社員につ
いては、原資格国法等の外国法に関する法律事務
等を執行することができるにとどまる（第74条
第2項、第62条）。

また、共同法人については、基本的に、弁護士
法の規律が準用されている。弁護士法人、外国法
事務弁護士法人、共同法人の3つの法人の特徴を
比較したものが後記「弁護士法人、外国法事務弁
護士法人、共同法人比較表」のとおりである。

共同法人制度は、公布の日（2020年〔令和2年〕
5月29日）から2年6月を超えない範囲内において政
令で定める日から施行されることとされている。

なお、それに伴い、外弁法の法律の名称が「外
国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法
律」に改められるほか、枝番全体を整理し、新た
に条文番号を振りなおすものとされている。
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Ⅰ．はじめに

仲裁は、国際取引紛争の主たる解決方法であり、
実務上も、国際売買契約などの国際取引契約（「主
契約」という）中に、当該契約に適用される法（主
契約準拠法）を定める条項（準拠法条項）に加え
て「仲裁合意」を定める条項（仲裁条項）を置く
ことが多い。企業活動を行う上で仲裁に関する理
解を欠くことは、大きなリスク要因となり得る。
仲裁では「仲裁合意」が全ての基礎となっており、
その意味で、仲裁合意の成立・効力の問題に適用
される法（仲裁合意準拠法）を理解することがき
わめて重要となる。

筆者は、かつて、日本の裁判所において妨訴抗
弁の局面で仲裁合意の成立・効力が争いとなった
場合（仲裁法14条1項参照）の仲裁合意準拠法の
決定について論じたことがある1）。そこでは、仲
裁合意にも「法の適用に関する通則法」（以下「通
則法」という）の適用を認めた上で、当事者が仲
裁合意準拠法を選択していれば当該法により（通
則法7条）、仲裁合意準拠法の選択がない場合には
当該仲裁合意と最も密接に関係する地の法（最密

接関係地法）による（通則法8条）と解すべきこ
とを主張した。しかし、「主契約準拠法の選択や
仲裁地の指定を仲裁合意準拠法の選択と解すべき
か」という論点については明確な結論を提示でき
なかった2）。国際取引実務上、主契約準拠法の選
択や仲裁地の指定を行うことが多いため、諸外国
との法調和をも考慮に入れた上で、この論点につ
いての日本の法解釈を検討しなければならないと
考えていたところ、連合王国最高裁判所（Supreme 
Court of United Kingdom. 以下「英国最高裁」と
いう）による2020年10月9日の判決（Enka判決）
が公表された3）。Enka判決は、上記の論点を含む
仲裁合意準拠法に関する英国法の立場を明確にす
る先例として、英国における国際仲裁実務はもち
ろん、世界各国の実務にも大きな影響を与えるも
のと思われる。

そこで本稿では、Enka判決を参考にしつつ、
上記の論点に関する日本の法解釈を論じたい。以
下では、この論点に関する日本の裁判例と学説の
状況を考察した後（Ⅱ）、Enka判決を紹介する

（Ⅲ）。その上で、Enka判決が採用した立場とそ
の理由付けなどをも参考にした上で、日本法にお

仲裁合意の準拠法・再論
――英国最高裁2020年10月9日のEnka判決を契機として――

高杉 直 Naoshi Takasugi

同志社大学法学部教授

1）高杉直「国際取引契約における仲裁合意の成立・効力の準拠法―妨訴抗弁の局面を中心に―」帝塚山法学26号［松
岡博先生追悼記念号］（2014年）45頁以下（以下「高杉論文」という）。
2）この論点に関して、中林啓一「当事者の合意がない場合の仲裁合意の準拠法―当事者の合意した契約準拠法と仲
裁地が異なる場合―」修道法学40巻1号（2017年）1頁以下を参照（以下「中林論文」という）。
3）Enka判決の簡単な紹介として、高杉直「国際商事仲裁ADR判例紹介（9）」JCAジャーナル67巻12号（2020年）
28頁を参照。
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いて採用すべき法解釈を論じたい（Ⅳ）。

Ⅱ．日本における裁判例と学説の状況

2.1　裁判例
リングリング・サーカス事件最高裁判決（①最

判平成9年9月4日4））以降で、主契約準拠法や仲
裁地との関連で仲裁合意準拠法に言及した下級審
裁判例として筆者の目に入ったものとして、②東
京地判平成14年11月25日5）、③東京地判平成16年
10月27日6）、④東京地決平成19年8月28日7）、⑤東
京高判平成22年12月21日8）、⑥東京地判平成23年
3月10日9）、⑦東京地判平成26年10月17日10）、⑧
東京地判平成27年1月28日11）、⑨東京地判平成30
年6月29日12）、⑩東京地判令和元年6月17日13）が
ある（時系列順）。

これらの裁判例は、仲裁地法を当事者による仲
裁合意準拠法の黙示的選択と解する立場（仲裁地
法説：①⑤⑨）と、明示的選択されていた主契約
準拠法を仲裁合意準拠法の黙示的選択と解する立
場（主契約準拠法説：②③④⑥⑦⑧⑩）に分類で
きる。ただし、仲裁地法説の①⑤⑨は、いずれも
主契約準拠法の明示的選択がなかった事案であ

り、主契約準拠法の明示的選択が行わていた場合
であっても仲裁地法を仲裁合意準拠法と解してい
たかは不明である14）。また、主契約準拠法説の③
は、仲裁地の指定がなかった事案、④⑥⑧⑩は、
仲裁地と主契約準拠法の所属国が同一であった事
案である。仲裁地と主契約準拠法の所属国が異な
る事案において主契約準拠法を重視したのが②⑦
である。

これらの裁判例は、仲裁合意を主契約とは別個
の法律行為と捉えた上で、原則として、通則法（法
例）を適用して準拠法決定を検討している。また、
いずれの裁判例も、認定した当事者の意思を説明
するだけであり、仲裁地法や主契約準拠法を仲裁
合意準拠法の黙示的選択と判断した理由について
は詳述していない。

2.2　学　説
学説においては、第1に、仲裁地の指定を仲裁

合意準拠法の黙示的選択と解する点につき、これ
を肯定する説15）と否定する説がある16）。肯定説
に対し、クロス式仲裁条項では、いずれの当事者
が先に仲裁申立てをするかによって仲裁地ひいて
は仲裁合意準拠法が変わるとの指摘がある17）。

4）民集51巻8号3657頁。豊澤佳弘『最高裁判所判例解説・民事篇（平成9年度）』（法曹会）1100頁のほか、高杉論文・
前掲注1）49頁の注(18)記載の諸文献を参照。
5）2002WLJPCA11250007。
6）2004WLJPCA10270005。
7）判時1991号89頁。酒井一「判批」判時2018号（2008年）178頁、竹下啓介「判批」平成20年重判解（2009年）
345頁、中野俊一郎「判批」JCAジャーナル55巻8号（2008年）2頁などを参照。
8）判時2112号36頁。高橋宏司「判批」判例リマークス45号（2012年）122頁などを参照。
9）判タ1358号236頁。嶋拓哉「判批」ジュリスト1444号（2012年）136頁、森下哲朗「判批」平成24年重判解101頁、
高杉直「判批」新判例解説Watch11号（2012年）337頁などを参照。
10）判タ1413号271頁。福井清貴「判批」ジュリスト1537号（2019年）131頁（2019）、中林論文・前掲注2）6頁な
どを参照。
11）判時2258号100頁。猪股孝史「判批」新判例解説Watch18号（2016年）129頁、長田真里「判批」平成27年重判
解（2016年）298頁、中野俊一郎「判批」判例リマークス53号（2016年）134頁、高杉直「判批」ジュリスト1493号（2016
年）114頁などを参照。
12）2018WLJPCA06298004。
13）2019WLJPCA06178003。
14）関戸麦『わかりやすい国際仲裁の実務』別冊NBL167号（商事法務、2019年）75頁。
15）森下・前掲注9）302頁、中林論文・前掲注2）20頁。
16）嶋・前掲注9）136頁、道垣内正人「仲裁合意」谷口安平＝鈴木五十三編『国際商事仲裁の法と実務』（丸善雄松堂、
2016年）113頁を参照。
17）中野俊一郎「判批」櫻田嘉章＝道垣内正人編『国際私法判例百選［新法対応補正版］』（有斐閣、2007年）209頁。
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第2に、明示的選択された主契約準拠法を仲裁
合意準拠法の黙示的選択と解する点については、
これを肯定する説が優勢である18）。

第3に、仲裁地と主契約準拠法の所属国が異なる
場合に、仲裁地法と主契約準拠法のいずれを重視
すべきかについては、仲裁地法優先説19）と主契約
準拠法優先説20）が対立している。仲裁地法優先説は、
①将来の承認・執行まで視野に入れると、仲裁法
44条2項・45条2項と平仄のあうように仲裁地法を
重視すべきこと、②最近の英国の裁判例でも主契
約準拠法よりも仲裁地法を優先する裁判例が出て
いることなどを理由とする。また、クロス式仲裁
条項の場合に限定して、契約締結時に両当事者が
認識し難い仲裁地よりも主契約準拠法を重視すべ
きであるとする説もある21）。さらに、この場合には
仲裁合意準拠法の黙示的選択がないとみて最密接
関係地法によるべきであるとする説もある22）。

なお、学説においては、準拠法決定における仲
裁合意の独立性に否定的な説や、通則法ではなく
仲裁法の類推適用によって準拠法を決定すべきで
あるとの説なども主張されている23）。

2.3　小　括
日本における裁判例と学説においては、主契約準

拠法の明示的選択がある場合には当該法を、仲裁地

の指定がある場合には仲裁地法を、それぞれ仲裁合
意準拠法の黙示的選択と解する立場が多数説である
と思われる。仲裁地と主契約準拠法の所属国が異な
る場合には、仲裁地法ではなく主契約準拠法を重視
する説（主契約準拠法優先説）が優勢である。

Ⅲ．英国最高裁のEnka判決24）

Enka判決は、仲裁合意準拠法について英国最高
裁が初めて判断を行ったものである。従来、控訴
院（Court of Appeal）の判決は、当事者の指定
した仲裁地と主契約準拠法の属する国とが異なる
事案における仲裁合意準拠法の決定において、主
契約準拠法を重視する説（主契約準拠法説）25）と
仲裁地を重視する説（仲裁地法説）26）とに割れ
ていた27）。Enka判決は、この対立に決着をつけ
たものである。

3.1　事実の概要28）

トルコの建設会社X（Enka）が、ロシアの保険
会社Y（Chubb Russia）を被告として、英国の裁
判所において、仲裁条項に違反するとして、Yに
よるロシアでの訴訟の差止めをYに命ずることを
求める訴えを提起したのが本件である。第1審判
決は、本件仲裁条項の対象範囲を判断するのにロ

18）小島武司＝猪股孝史『仲裁法』（日本評論社、2014年）615頁、本間靖規ほか『国際民事手続法（第2版）』（有斐閣、
2012年）240頁［中野俊一郎］、中林論文・前掲注2）20頁、三木浩一＝山本和彦編『新仲裁法の理論と実務』（有斐閣、
2006年）116頁［三木浩一発言］、山本和彦＝山田文『ADR仲裁法（第2版）』（日本評論社、2015年）379頁［山本和彦］
などを参照。なお、道垣内・前掲注16）112頁は、国際私法上の仲裁合意の独立性を認めない立場から、「契約に準拠
法条項があり、特に仲裁条項をその適用範囲から除外しているといった余程の例外的な事情がない限り、準拠法条項
により定められた法が仲裁合意の準拠法となると言ってよかろう」と主張する。
19）三木＝山本編・前掲注18）126頁［中野俊一郎発言］、森下・前掲注9）302頁。
20）三木＝山本編・前掲注18）126頁［出井直樹発言］。
21）福井・前掲注10）133頁。
22）中林論文・前掲注2）20頁。その理由として、「たとえば中立的な契約準拠法と仲裁地が選択されている（かつそ
れぞれの所属国が異なっている）場合には、最密接関係地法による余地を残しておくことで、それら以外の密接な関
係を有する地が準拠法となり、それによって事案に応じた解決を確保することも可能となる」ことを挙げる。
23）高杉論文・前掲注1）83頁以下を参照。
24）Enka Insaat Ve Sanayi AS (Respondent) v OOO Insurance Company Chubb (Appellant), [2020] UKSC 38.
25）Sulamerica Cia National de Seguros SA v Enesa Engenharia SA [2012] EWCA Civ 638; [2013] 1 WLR 102. 中
林・前掲注2）12頁を参照。
26）C v D [2007] EWCA Civ 1282; [2008] Bus LR 843. 中林論文・前掲注2）10頁を参照。
27）Enka判決・前掲注24）段落[3]。
28）高杉・前掲注3）28頁を参照。
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シアの裁判所が適切であるとして、Xの訴えを棄
却したのに対し、控訴審判決29）は、仲裁合意準
拠法の明示的選択がない場合には、特段の事情が
あるときを除き、仲裁地法を黙示的に選択したも
のと扱うべきであると判示し、Xの主張を認めて
Yに対してロシアでの訴訟の継続の禁止を命じ
た。これに対して、Yは、当事者が選択した主契
約準拠法（ロシア法）を本件仲裁合意の準拠法と
するのが当事者の意思と推認され、ロンドンを仲
裁地と指定していたからといって、この推認が覆
されるものではないと主張して、英国最高裁に上
告受理の申立てを行った。

3.2　判旨（法廷意見）
上告棄却。本件の争点は、本件仲裁条項の準拠

法が、英国法かロシア法かという点であるが、英
国最高裁は、次のように判示した30）。

まず、契約中に仲裁条項が定められている場合、
仲裁合意準拠法は、当該契約（主契約）の準拠法
とは別個のものとなり得るのであって、契約債務
の準拠法に関するEU規則（ローマⅠ規則）では
なく、英国の国際私法に関するコモンローによっ
て決定される。

英国の国際私法に関するコモンローによれば、
仲裁合意準拠法は、（a）当事者が選択した法によ
り、（b）このような法選択がない場合には、仲裁
合意に最も密接な関連を有する法（最密接関連法）
による。仲裁合意準拠法を当事者が選択したか否
かの問題は、法廷地である英国の契約解釈ルール
によって判断される。

そして、仲裁合意準拠法の選択がない場合で
あって、主契約準拠法の選択があるときには、一
般に、主契約準拠法が当該契約の一部である仲裁
合意にも適用される。主契約準拠法の所属国と異
なる国を仲裁地として選択していることだけで
は、主契約準拠法を仲裁合意に適用する意図で
あったとの推定を覆すのに十分ではない。ただし、

（a）仲裁地の指定によって適用される仲裁地法が、

当該法によって仲裁合意を規律する旨を定めてい
ることや、（b）主契約準拠法によれば仲裁合意が
無効となるおそれがあることは、前述の推定を覆
し、仲裁合意を仲裁地法に規律させる意思であっ
たと推認できる要因となる（いずれの要因も、仲
裁のための中立的なフォーラムとして、仲裁地が
熟慮の上で選択されたことを示す事情によってさ
らに補強される）。

また、仲裁合意準拠法の選択がない場合であっ
て、主契約準拠法の明示的選択もないときは、仲
裁地を定める条項があったとしても、それのみで
は仲裁合意を仲裁地法によらしめる意思と推定す
ることはできない。この場合には、仲裁合意は、
最密接関連法による。当事者が仲裁地を選択して
いる場合には、当該仲裁地が主契約準拠法の所属
国と異なる国であったとしても、仲裁合意の準拠
法は、一般に、仲裁地法となる。

以上の考え方を前提として、英国最高裁は、本
件紛争の発生した契約では、主契約準拠法や仲裁
合意準拠法の選択がなされていないと認定し、仲
裁合意準拠法は、仲裁合意の最密接関連法として、
選択された仲裁地の法であると判示した。それ故、
仲裁合意準拠法が英国法であるとの控訴審判決の
結論を肯定した。

Ⅳ．検　討

4.1　基本的視座
（1）適用法規

Enka判決も、契約準拠法を決定する英国コモ
ンロー規則を適用して仲裁合意準拠法の決定を
行った31）が、これは、法律行為の準拠法を決定
する通則法7条以下の規定によるとする日本の判
例・多数説と同じ立場である。紛争解決条項とし
て交渉・調停・仲裁などの多層的な義務を定める
ものがあることや弱者保護規定（通則法11条・
12条）の適用可能性などを考慮すれば、通則法7
条以下の規定によるとの立場が妥当であろう32）。

29）[2020] EWCA Civ 574.
30）Enka判決・前掲注24）段落[170]を参照。
31）Enka判決・前掲注24）段落[27]。
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通則法7条によれば、当事者の仮定的意思では
なく現実的意思に基づく場合に限り、準拠法の黙
示的選択も認められとするのが通説である33）。当
事者の意思の認定につき、Enka判決は、当該契
約の仮定的準拠法ではなく、法廷地法である英国
法の契約解釈ルールによると判示した34）。日本で
も、通則法7条の「選択」の文言の解釈問題とし
て日本の国際私法の立場から解釈するとともに、
当事者の意思については事実認定の問題として、
法廷地法である日本法によると解すべきである。

（2）国際私法上の仲裁合意の独立性
Enka判決は、仲裁条項を主契約の一条項とし

て位置づけ、仲裁合意を主契約とは独立した連結
単位（準拠法決定の単位）と解していない35）。す
なわち国際私法上の仲裁合意の独立性を否定して
いる。この点は、国際私法上の仲裁合意の独立性
を肯定する日本の判例・多数説と異なる。Enka
判決は、独立性原則を定める1996年仲裁法7条の

「for that purpose」の文言や、当事者の意思推定
を根拠とする独立性原則からは、独立した準拠法
決定を行うべきであるとのルールを導くことがで
きないと主張している36）。しかし、国際私法上の
独立性は、準拠法決定の単位の解釈問題であって、

（当事者の意思推定を根拠とする）実質法上の独
立性とは異なる次元のものであり、独立した準拠
法決定を行うべき根拠は、実質法上の独立性原則
ではなく、仲裁合意と主契約の間の性質や最密接
関係地を決定する際の考慮要素の相違に求められ
る37）。日本の学説上も、Enka判決と同様、独立
した準拠法決定の根拠が実質法上の独立性にある
との前提に立って、その根拠が妥当しないと批判

し、国際私法上の独立性を否定する説が主張され
ているが、そもそもその批判自体が的を外れてい
るように思われる。実際上も、例えば、継続的な
取引を行っている当事者間の基本契約で仲裁条項
を定め、基本契約に基づき準拠法がそれぞれ異な
る多数の個別契約を締結する場合や、準拠法の異
なる多数の契約に関する紛争を対象として事後的
に仲裁合意を締結する場合などを想定すれば、仮
に国際私法上の独立性を否定すると、各契約ごと
に仲裁合意の準拠法も異なってしまうという不都
合が生じよう。

4.2　仲裁地の指定
Enka事件控訴審判決は、仲裁地の指定が仲裁合

意準拠法の黙示的選択となる根拠として、仲裁地
の指定が、仲裁合意と密接な関連を有する仲裁手
続準拠法の選択となることをあげた38）。これに対
して、Enka判決は、仲裁地の指定が仲裁手続準拠
法の選択となることは認めたが、仲裁合意の準拠
法となることまで当事者が意図していたといえる
か否かは、仲裁手続準拠法の内容によって異なる
と指摘した39）。すなわち、仲裁地と指定すること
で適用される仲裁地法が、当該法によって仲裁合
意を規律する旨を定めている場合には、仲裁地の
指定を仲裁合意準拠法の黙示的選択と推認できる
が、そうでない場合には、仲裁地の指定を仲裁合
意準拠法の黙示的選択と解すことができない40）。
この指摘が妥当なものであり、日本法の解釈とし
ても採用できよう。

32）高杉論文・前掲注1）83頁以下も参照。
33）櫻田嘉章＝道垣内正人編『注釈国際私法・第1巻』（有斐閣、2011年）191頁以下［中西康］を参照。
34）Enka判決・前掲注24）段落[31]-[34]。
35）Enka判決・前掲注24）段落[38]-[42]を参照。
36）Enka判決・前掲注24）段落[38]-[42]、[60]-[64]を参照。英国国際私法では、外国法の適用を求める当事者の主張・
立証がない限り、原則として英国法が適用されるという違いも影響しているのかもしれない。Dicey, Morris & 
Collins, The Conflict of Laws, 15th ed. (Sweet & Maxwell, 2012), Rule 25を参照。
37）高杉論文・前掲注1）89頁。
38）Enka判決・前掲注24）段落[65]-[66]。
39）Enka判決・前掲注24）段落[69]。
40）Enka判決・前掲注24）段落[70]-[82]。
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4.3　主契約準拠法の明示的選択
Enka判決によれば、主契約準拠法の明示的選

択が行われていれば、特段の事情がない限り、当
該契約の一条項である仲裁条項にも、当該準拠法
の選択が及ぶと解される。「本契約は、A国の法
によって規律される」などの通常使用される準拠
法条項の文言からも、そのように解される。英国
の先例及び諸国の学説も、同様の見解を採用して
いる41）。また、国際的にも広く認められている考
え方でもある42）。日本法の解釈としても、同様の
立場を採ることができよう。

4.4　主契約準拠法と仲裁地法の優劣
Enka判決は、仲裁地と主契約準拠法の所属国

が異なる場合でも、主契約準拠法の明示的選択が
仲裁条項にも及ぶと判示した43）。この理由として、
Enka判決は、①準拠法に関する合意の当該契約
中の全条項（仲裁条項を含む）への適用が「確実」
になること、②全ての問題が同一の法によって整
合的に規律されること、③仲裁合意準拠法と主契
約準拠法の相違から生ずる線引きと個々の問題の
帰属決定という困難な問題の発生を回避できるこ
と、④法律家ではない取引当事者にとって仲裁条
項だけを主契約とは別異に扱うのが不自然である
こと、⑤法選択条項や裁判管轄条項などの有効性
の問題も主契約の準拠法によるのが一般であるこ
とをあげている44）。日本法の解釈においても、同
様の理由付けを行うことができよう。

4.5　有効視の原則
Enka判決では、英国法上、契約有効視の原則が

認められていることから、仲裁合意が、主契約準
拠法では無効となるが仲裁地法では有効とされる
場合に、当事者の意思が仲裁地法によるもので

あったと解し得るとされた45）。契約有効視の原則
は、取引当事者の感覚にも適合するものである46）。
当事者の現実的意思に基づくものである限りは、
日本法の解釈としても同様のことが妥当しよう47）。

4.6　最密接関係地法の認定
Enka判決では、当事者による準拠法の選択が

ない場合に、原則として仲裁地法が最密接関連法
である旨の判示がされた。その理由は、①仲裁合
意が履行される地であること、②ニューヨーク条
約などの国際立法や1996年仲裁法の立法経緯に
適合していること、③取引当事者の合理的な期待
に沿うこと、④法的確実性を高めることができる
ことである48）。日本の多数説も、原則として、仲
裁地法が仲裁合意の最密接関係地法になると解し
ているが、日本の解釈においても、これら理由付
けが参考となろう。

Ⅴ．おわりに

日本法の裁判所で妨訴抗弁として仲裁合意準拠法
が問題となった場合、次のように解すべきである。

第1に、国際私法上、主契約と仲裁合意とは、
それぞれ別個に準拠法決定を行うべきである（国
際私法上の仲裁合意の独立性）。

第2に、仲裁合意は、「法律行為」として通則法
7条以下の規定によって準拠法決定を行うべきで
ある。

第3に、通則法7条によれば、当事者が仲裁合
意準拠法を明示的に選択することができ、また、
当事者の現実的意思の範囲内で黙示的な選択も認
められる。当事者が主契約準拠法を明示的に選択
している場合には、原則として、当該法を仲裁合
意準拠法として黙示的に選択したものと解すべき

41）Enka判決・前掲注24）段落[43]-[44]。
42）Enka判決・前掲注24）段落[55]-[58]。
43）Enka判決・前掲注24）段落[46]。
44）Enka判決・前掲注24）段落[53]。
45）Enka判決・前掲注24）段落[95]-[97]。
46）Enka判決・前掲注24）段落[106]-[109]。
47）これに否定的な見解として、中林論文・前掲注2）20頁。
48）Enka判決・前掲注24）段落[118]-[146]。

10-16_仲裁合意の準拠法・再論_高杉先生.indd   1510-16_仲裁合意の準拠法・再論_高杉先生.indd   15 2020/12/24   16:292020/12/24   16:29



16　　 　68巻1号［2021.1］

である。他方で、当事者による仲裁地の指定だけ
では、仲裁地法を仲裁合意準拠法として黙示的に
選択したものと解すことはできない。ただし、当
事者が指定した仲裁地の仲裁法によれば、当該仲
裁地法によって仲裁合意が規律される旨の定めが
ある場合、仲裁合意が主契約準拠法によれば無効
となるが仲裁地法によれば有効となる場合、又は、
当事者が熟慮の上で中立的な仲裁地を指定したこ
とが明白な場合など、主契約準拠法ではなく仲裁
地法を仲裁合意準拠法とする当事者の意図が認め
られる例外的な事案が認められ得ることにも留意
を要する。

第4に、当事者が仲裁合意準拠法を明示的にも黙
示的にも選択していない場合には、仲裁合意の最

密接関係地法による（通則法8条1項）。当事者が仲
裁地を指定している場合には、客観的に定まる主
契約準拠法が仲裁地法とは異なる法となるときで
あっても、原則として、仲裁地法が最密接関係地
法と認定され、仲裁合意準拠法となる。当事者が
仲裁地を指定していない場合には、諸般の事情を
考慮して最密接関係地法を認定するほかない。

なお、実務上は、無用な紛争を避けるためにも、
できる限り明確に準拠法を定めておくことが望ま
しい。主契約準拠法だけでなく、仲裁合意準拠法
も明示的に選択することが推奨される（仲裁機関
の中にはモデル条項で仲裁合意準拠法の明示的選
択の記載を促すものもある）。
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「和解あっせん実務上の諸問題研究」の連
載を始めるにあたって／出井直樹

第二東京弁護士会仲裁センター（以下「二弁仲
裁センター」）は、2020年3月に設立30周年を迎え
た。設立30周年の記念事業1）として、（1）記念シ
ンポジウムの開催2）、（2）記念誌の発行3）とともに、

（3）和解あっせん実務上の諸問題の研究会を連続
で開催しその成果をまとめる、という事業を企画
した。本連載は、（3）の研究会の成果をまとめ、
発表するものである。

二弁仲裁センターをはじめとする弁護士会ADR
の手続・実務は、実践と試行錯誤によって発展し
てきた。その実務は、規則化されているものもあ
れば、慣行として行われているもの、ケースバイ
ケースで対応しているもの、などさまざまであり、
さらに、機関によってまた人によって考え方が異
なるものもある。それらについて、実務を検証し、
問題点・考え方を整理し、意見の分かれるものは
基本的にそのまま紹介し、現在の到達点と課題を
示すことを研究の目的とした。

ADRは、法律に縛られる訴訟と異なり、当事者
が、またADR機関あるいは手続実施者が、自由に

手続を運用できるという点に特色があり、そこが
訴訟と比較した利点とも言われる。しかし、「自
由である」とはいえ、実際に手続を運用する際に
どのような考慮を払うべきなのか、また法律や規
則による規律がどこまで及ぶのか、など、和解あっ
せん実務に携わる者として直面してきた問題や悩
みを共有し意見・情報交換をすることが重要であ
る。それが今後の実務の発展にもつながるのでは
ないかと考えた。

研究会では、弁護士会ADRを含む民間ADR機関
における和解あっせんの手続運営に関し、直面す
るさまざまな実務的な問題を取り扱った。法制度

（法解釈論や立法論）自体を研究対象とするもの
ではない。また、実体的にあるいは結果としてど
のような解決がなされたかを中心に研究する事例
研究ではなく、さらには、いわゆる調停技法の研
究でもない。あくまで現行の制度的枠組みのもと
での実務を研究対象とし、その中で手続上の問題
に焦点を当てたものである（一部は機関ADRとし
ての組織運営上の問題にも及ぶ）。視座は、主と
して手続実施者あるいは機関の側に置いたが、利
用者ないし利用者代理人の視点も一部入ってい
る。

和解あっせん実務上の諸問題研究（1）
和解あっせんの当事者の守秘義務

出井直樹 Naoki Idei 入江秀晃 Hideaki Irie

小島国際法律事務所　弁護士 九州大学法学研究院准教授

1）2019年初めに第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会内に30周年記念事業実行委員会が設けられ、筆者が実行
委員長に就いた。
2）2020年9月11日に日本弁護士連合会と第二東京弁護士会の共催で行われた全国ADRセンター連絡協議会との共通
シンポジウム（「これまでのADR、これからのADR～利用されるADRとなるためには」）として開催された。
3）ここ10年の第二東京弁護士会仲裁センターの歩みを中心にまとめる予定である。
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研究会メンバーは、二弁仲裁センター運営委員
会委員・幹事、同仲裁人候補者、補助者に広くお
声がけし、二弁仲裁センター嘱託の農端康輔弁護
士が研究会幹事として全体の進行と各研究会での
司会を担当した。また、研究者として入江秀晃・
九州大学准教授にも毎回議論に参加いただいた4）。
研究会は2019年4月から本連載開始前まで全22回
開催された5）。課題は、研究会幹事が研究会メンバー
と協議して十数課題を選び、各課題について報告
者を割り当てた。報告者の報告に基づいて原則と
して各課題2回ずつの議論を経て、報告者が議論状
況を取りまとめたのが本連載の各論稿である。

もとより、この研究は「到達点と課題」を示す
ことを目的とするものであり、和解あっせんの手
続について何らかのスタンダードを提示しようと
するものではない。今後の議論の素材を提供する
ものであり、そのようなものとして活用いただき、
議論いただき、また適宜ご批判もいただければ幸
いである。

実務上の諸問題研究の意義／入江秀晃

出井弁護士が紹介されているように、本企画は、
第二東京弁護士会仲裁センター（以下、二弁仲裁
センター）30周年記念事業としての研究会での検
討を踏まえて、ADRセンターの和解あっせん手続6）

で実際に問題になる様々な問題を具体的に議論し
ようというものである。

私が理解しているところでは、この研究会のコ
ンセプトは、スキルと制度の中間領域を扱うとい
うものである。スキル論としては、対話型（自主
交渉援助型、対話促進型とも言われる）と評価型
のどちらで行うべきかという次元の議論が依然と
して行われている。制度としては、ADR法によっ
て認証機関が備えるべき要件を法務省が審査する

という形で法制化されている。ADR法の認証制度
に関しても議論が終わっているわけではないが、
認証機関においても機関のルールはそれぞれが独
自に定めることは容認されており、実際に様々な
運営規則を定めて、運営が行われている。そして、
このスキルと制度の中間領域にも考えるべき問題
は様々に拡がっており、それをこの連載では、具
体的にひとつずつ扱っていこうとしている。スキ
ル論は、一種のイデオロギー論争的な色合いを帯
びやすく、当事者像をどのように設定するか、社
会におけるADRの位置づけをどのように考えるか
といった考え方そのものの論争になりやすい。そ
の結果、当事者から見て安心感・安定感のある手
続をどのように提供するかという話に結びつきに
くい嫌いがある。また、制度論は、非常に例外的
な事態を含めて検討の俎上に載せる場合もあり、
また、実務を行っていないものも口出ししやすい
話題でもあり、むしろADRを本気で取り組みたく
ない「やらない理由探し」の議論に陥るおそれも
ある。ADRを社会の中で育てるには、大上段にふ
りかぶった議論ばかりをするのではなく、経験か
ら学びつつ、具体的な形で当事者にどう役立つか
について知恵を絞り、それを次の実践に生かして
いくための議論を拓いていく必要がある。

これまで、こうした次元の研究蓄積が乏しかっ
た背景には、いくつかの事情があるように思われ
る。ひとつは、和解あっせんが非公開の手続であ
り、具体的な問題意識の共有が難しいという事情
にもよる。もちろん、事例検討会などの形で、経
験からの学びを共有する活動が二弁などでは従来
から行われてきてはいるし、事例集の出版も過去
には行われている7）。しかし、単に事例を整理す
るというだけでなく、論点事の検討を行うには、
一定の経験蓄積も必要となる。もうひとつの事情
としては、弁護士会ADRセンターも最初の設立か

4）入江先生には、本連載の各報告論稿にもそれぞれ研究者の視点からコメントをいただくこととしている。
5）2020年春頃からの新型コロナウィスル蔓延以降は、基本的に全てリモート会議の方式で行った。
6）弁護士会ADRセンターの慣行に従い、ADR法上「和解の仲介」とされる手続を和解あっせんとして扱う。英語と
してはmediationが対応する。
7）第二東京弁護士会仲裁センター編『仲裁解決事例集』（第一法規・1993年）、第二東京弁護士会仲裁センター運営
委員会編『ADR解決事例精選77』（第一法規・2007年）
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ら30年以上の年月が経ち、世代交代も進み、あえ
て厳しくいえば、設立直後の熱気が失われて、や
やもすると、手間のかかるこうした基礎研究が後
手に回ってきたという側面もあるだろう。さらに
は、そもそも事件数がなく、研究以前のところで
止まっていたというセンターもある。

海外に目を転じてみると、あっせん人の行動規
範（Code of Conduct for Mediators）のレベルで、
依然として抽象的ではあるがあっせん人が取り得
る行動の範囲を定めるようになっている。また、
和解あっせんトレーニングとしてまとまった時間

（40時間から100時間を超える場合もある）を必要
とする制度化が進み、あっせん人の裁量でいかよ
うにでもふるまえるという時代から、徐々に、和
解あっせんモデルと行動規範に沿って、アカウン
タビリティーのあるふるまいが要求され、それが
できないなら苦情対象とされる考え方が拡がって
きている。とはいえ、海外においても和解あっせ
んに関する政策は混乱を生みがちであり、非の付
け所がないという政策運営は見当たらないようで
もある。それでも、透明性と説明責任が求められ
る傾向が強まることは間違いなく、今後、海外の
実務とのハーモナイゼイションを進める上でも、
あるいは、日本社会における利用者の期待に応え
るためにも、予測可能性が高く、安定的で、質的
担保のある手続の充実化は不可避な要求であろう。

和解あっせんの当事者の守秘義務／出井
直樹

1. 問題
当事者の一方が和解あっせんの内容を手続係属

中にあるいは手続終了後に一方的に第三者に開示
する、マスコミやネットに開示する、関係者の集
会で報告することが問題となることがある。その

こと自体が原因で紛争が起こったり、悪化したり
することがある。また、そのような行為を止めさ
せるよう手続実施者・ADR機関に対して他方当
事者から要請があったり、それに対応しなかった
場合、あるいはそれに対応して中止を求めた場合
に、手続実施者・ADR機関に対するクレームに
なることがある。

このような問題に手続実施者、あるいはADR
機関としてどのように対処すべきか。和解あっせ
んにおいて当事者は守秘義務を負うのか、あるい
は負わないとしても、和解あっせん手続に参加す
るものとして配慮すべきことがあるのか。

関連して、和解あっせん手続での当事者の録音
についてどう取り扱うべきかが問題となることが
ある。

2. 考え方
（1）手続非公開、手続実施者・機関側の守秘義務
との関係

和解あっせんは、多くの場合非公開とされてお
り、①手続は非公開で行われ、第三者の同席や傍
聴は全当事者の同意がなければ原則として認めら
れない、②あっせん人・補助者、ADR機関の役員・
事務職員等は和解あっせんの業務に関し知り得た
事実を他に開示したり和解あっせん以外の目的で
使用したりしてはならない義務を負う、さらに③
和解あっせんの結果や和解内容もADR機関や
あっせん人が当事者の同意なく事件を特定できる
形で開示・公表することはない、とされているこ
とが多い8）。しかし、これと当事者や当事者代理
人が和解あっせん手続の係属及びその内容につい
て守秘義務を負うかどうかは、別の問題である。

（2）当事者の守秘義務の有無に関する基本的な考
え方9）

機関によっては、手続の当事者及び代理人にも

8）二弁仲裁センター手続細則第4条（手続の非公開）は、手続の非公開とともに手続実施者（仲裁人、あっせん人）、
専門家委員、補助者、弁護士会役員、運営委員会委員、事務局職員の守秘義務を定める。日本商事仲裁協会商事調停
規則第23条（非公開・守秘義務）をはじめ、ほとんどの機関の規則に機関及び手続実施者側の守秘義務が規定されて
いる。
9）2020年10月に法務省に設けられたODR推進検討会の一つの検討課題として、ODRにおける認証紛争解決事業者の
守秘義務の在り方が掲げられている。
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守秘義務を課しているところがある（日本商事仲
裁協会の商事調停規則10）など）。また、第二東京
弁護士会仲裁センターのハーグ条約（国際的な子
の奪取の民事上の側面に関する条約）に基づく和
解あっせん手続11）においては、手続冒頭で当事
者から守秘義務合意書・誓約書を提出してもらう
ことが行われている。

当事者間に守秘義務の合意がない限り、あるい
は機関規則で定められていない限り（そのような
機関規則に従った手続に参加することにより当事
者間に守秘義務の合意があることになる）、守秘
義務を負うことはないと考えるべきであろう。手
続の非公開性を理由に手続の性質上当然に当事者
も守秘義務を負うという考え方がないわけではな
いが、明確な合意なく守秘義務を負うとするのは
無理があるように思われる。

もっとも、和解あっせんの過程で知った相手方
のプライバシー情報や営業秘密に係る情報をみだ
りに開示したり和解あっせん以外の目的で使用し
たりすることが、別途不法行為や不正競争防止法
違反を構成することはあり得る。

和解契約の中で和解契約の内容を秘密にするこ
とを約した場合は、当事者はそれに拘束されるこ
とになる。和解契約を他の法的手続の中で証拠と
して提出すること、あるいはその内容を証言する
ことについては、別途の考慮を要する（本研究会
の別の項目でとりあげる予定である）。

（3）当事者による手続の録音
機関の規則にここまでは規定していないことが

多いが、実務上は時々問題になる。最近は録音機
器の小型化、録音の容易化・精度向上により、わ
からないうちに録音されているということもある。

当事者が和解あっせん手続の内容を正確に把握
しておきたい、あるいは和解あっせん手続のやり
取りをアドバイザーや近親者・友人等支援者に報
告する際に正確を期したい、という理由から録音
をさせてほしいと求められることもある。

当事者の録音については、手続が非公開である
こととの関係で12）、控えてもらっていることが多
いようである。また、当事者から録音の可否につ
いて聞かれなくても、あらかじめあっせん人から
この点注意を促すこともある。

録音禁止がなぜ手続非公開から導き出されるか
というと、録音されたものが当事者やその関係者
以外に拡散してしまうと、手続の非公開性を実質
的に害してしまうからである13）が、それは録音
自体の問題というより、録音したものをどう利用
するかの問題であるかもしれない。

和解あっせん手続での生のやり取りが録音され
ていると自由な発言ができないという面はあり、
この点が大きいのではないか。さらに、知らない
うちに会話が相手方当事者に録音されているとい
うことに対する不快感・違和感はあり、これらを
理由に、和解あっせん手続の円滑な運用の観点か
ら、録音は控えてもらうという説明が理にかなっ
ている場合が多いように思われる14）。

3. 実務上のポイント
（1）当事者に守秘義務を合意してもらうかどうか

上記の考え方を前提として、機関規則に当事者
の守秘義務が規定されていない場合、機関あるい
は手続実施者の側から当事者に守秘義務を合意す
ることを促すべきかについては、ハーグ条約手続
のような特殊なものを除き、一般には促すべきで

10）日本商事仲裁協会商事調停規則第23条（非公開・守秘義務）には、手続非公開とともに調停人、協会役員、同職員
の守秘義務が定められているほか、当事者及びその代理人その他調停手続に関与する者の守秘義務が定められている。
11）二弁仲裁センターでは、ハーグ条約が規定する国際的な子の連れ去りや面会交流に関する事件について特別な手続
規則を設けて和解あっせん手続を実施している。
12）研究会では、公開の手続である裁判でも録音は禁じられるのが原則であるから、手続非公開は理由にならないの
ではないかとの意見もあった。
13）逆に言うと、録音したものを当事者が個人的に使用する、さらには当事者のアドバイザーや関係者が当事者から
手続で行われたことの報告を受ける代わりに録音を提供するぶんには問題ないのではないかとも考えられる。
14）このことからすると、当事者双方が了解している場合は、録音を禁止する必要はないのではないかとも考えられる。
もちろん、その場合にも、録音したものの利用方法には制限を付けることはありうるであろう。
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あるとは言えないであろう。
もっとも、非公開の手続であるからこそ和解

あっせんで率直な話し合いができるという面はあ
り、従って、当事者がみだりに和解あっせんの手
続の内容を第三者に知らせる（特にマスメディア
やネット等で公開する）ことは手続進行ひいては
和解成立の妨げになることも多い。また、プライ
バシーや営業秘密に関わる情報が手続に出てき
て、これを他方当事者が第三者に開示したり公開
したりすることにより新たなもめごとに発展した
り、別途の不法行為・契約違反を構成したりする
ことが予想される場合、注意を要する。これらの
場合には、当事者に情報の取扱注意を要請するこ
とが適切な場合もあるであろう。

他方、当事者にとって、和解あっせんの過程で
友人や支援者あるいは他の専門家の意見を聴きた
い場合もあり、そのような場合は必ずしも和解あっ
せん手続に支障があるとは言えないであろう。

研究会では、当事者に対し、当事者が守秘義務
を負うのかどうか、手続冒頭段階で説明して明確
にすべきではないかとの意見もあったが、その適
否については意見が分かれた。ただ、当事者に対
し、一般的に守秘義務がないことを手続冒頭で説
明すべきであるとまでは言えないとしても、プラ
イバシー情報や営業秘密が関係する紛争の場合な
ど、この点を説明し注意喚起することが適当なこ
ともある。

また、手続実施者が和解あっせんの過程で出す
意見（二弁仲裁センター手続細則に基づく裁定案
を含む）について、他では使用しない（裁判や仲
裁の証拠として出したりしない）ことを前提とし
ている場合は、当事者にその旨告知するとともに、
守秘義務合意書・誓約書を提出してもらっておく
のが適切であろう。

（2）当事者による録音
当事者の録音については、手続が非公開である

こととともに、録音されていると自由な発言に支

障があるのでお控えいただきたい旨説明し、了解
してもらうこととするのが適当であろう。

「当事者の守秘義務」コメント／入江秀晃

出井弁護士の論稿にあるように、当事者の守秘
義務について、機関によっては一律に守秘義務契
約を当事者に課している場合もあるが、二弁仲裁
センターをはじめとして、そのような前提を置か
ない場合も多い。その背景には、たとえば、家族
内での相談や、社内の協議まで排除されれば、和
解あっせん手続への参加そのものが困難になる当
事者もいるからである。このような場合には、当
事者が、手続に直接参加しない関係者との一定範
囲内での情報共有を進めることはやむを得ないと
考えられる。他方、和解あっせん手続の非公開性
の意義を理解しておらず、手続内で話された情報
を元に積極的に外部への発信に活用していきたい
といった場合には、一般に、和解あっせん手続を
進めるのが困難になる。そうであれば、あっせん
人としては、当該当事者にあっせん手続への認識
を改めるように促し、奏功しないようであれば手
続の打ち切りを決断せざるを得ない。

このように考えると、あっせん人にとっては、
守秘義務の内容を決めていくこと自身も話し合う
べき対象の一部という自覚が必要になる。したがっ
て、冒頭あるいは和解あっせん手続の比較的早い
段階で、当事者双方に懸念材料を言ってもらうこ
とは有効である。ただし、その質問は、当事者間
における不信やあっせん人・機関への不信をも顕
在化させる可能性のあるデリケートな問題である。

あっせん人としては、すべての場合を予め想定
し尽くすのは困難であるにせよ、少なくとも出井
弁護士の論稿にあるような無断録音を含めた論点
や、上記の指摘事項など、難しい場面が起きうる
と検討した経験は、安定感のある手続の提供に資
するであろう。
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Ⅰ．はじめに
Ⅱ．�モスクワにおける米国大使館建設問題と

米ソ間の関連協定
Ⅲ．米国務省による仲裁付託の通知
Ⅳ．米ソ間での紛争解決の合意

（以上、前号）
（以下、本号）

Ⅴ．仲裁における潜在的な法律問題
Ⅵ．�米ソ貿易における契約に用いられる選択

仲裁条項（1977年）とストックホルム商
業会議所の役割

Ⅶ．おわりにかえて

Ⅴ．仲裁における潜在的な法律問題

本事案では、コンプロミーの作成には至らな
かったため、請求原因も明確ではないが、潜在的
な法律問題としてHobérが列挙して説明している
のは、①SVSIとソ連の関係、②準拠法条項の意
味と適用範囲、③SVSIによる反訴の扱い、④ソ
連法における消滅時効、⑤ソ連法における利息、

⑥ソ連法における遅延の概念についてである18）。
その他、Hobérは指摘していないが、⑦盗聴器設
置の国際法上の評価と契約に及ぼす効果について
も検討する必要があると考える。国際法違反の行
為であるか否かは、契約の命運にも関わるからで
ある19）。以下、①〜⑥について基本的にHobérの
説明を紹介しながらみた上で、⑦についても考え
てみたい。

まず、①SVSIとソ連の関係について。契約は
米国務省とSVSIの間で締結され、ソ連は契約外
第三者であるし、またSVSIはソ連とは別個の独
立した法人格を有している。他方で、先述の1972
年米ソ協定は契約中に編入されたと考えられる。
米国務省の立場は、建設遅延に主要な責任を負う
のはSVSIではなくソ連自身である、ソ連は1972
年協定及び1977年議定書に基づく義務を履行して
いないというものであった。SVSIとソ連の関係
について、Hobérは、国際商業会議所（ICC）の
1983年9月23日のDow�Chemical�France�,�The�Dow�
Chemical�Company,�Dow�Chemical�A.G.,�and�Dow�
Chemical�Europe�v.� Isover�Saint�Gobain�中間裁
定（No.4131）20）において指摘されたgroup�of�
companies�理論が参考になるとする。これは「別

冷戦期における米ソ仲裁の試み：
在モスクワ米国大使館建設事件とストックホルム商業会議所の役割（下）

中谷和弘 Kazuhiro Nakatani

東京大学大学院法学政治学研究科教授

18）Hobér,�supra�note�2,�pp.�133-135.
19）この点については、拙稿「地政学的リスクのある国際取引に関するイラン米国請求権裁判所裁定：�契約（不可抗
力、履行不能、事情変更）問題及び通貨問題に焦点を当てて（下）」JCAジャーナル67巻11号（2020年）で指摘した
とおりである。
20）https://www.trans-lex.org/204131/_/icc-award-no-4131-yca-1984-at-131-et-seq-/
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個の法人格にもかかわず、同一グループ内の企業
は単一の経済的実態を構成するため、仲裁廷はそ
の点を考慮しなければならない」という考え方で
ある。Hobérはpiercing�the�corporate�veilの法理
も挙げているが、同法理については、国際司法裁
判所（ICJ）が1970年2月5日の「バルセロナ・ト
ラクション会社事件」判決において、株主の本国は
外交保護権を発動できない旨判示したが、「会社
のベールを剥ぐ」場合（法人格否認の場合）は別
だとして、会社は存在しなくなった場合と会社の
本国が会社のために行動をとる能力を欠いた場合
がある旨指摘した21）。これらの理論・法理はSVSI
とソ連の関係にも適用できるものと思われる。

②準拠法条項の意味と適用範囲について。契約
の14条9項（本契約及び米ソ協定が解決の根拠と
なるが、それで解決できない場合には、ソ連民法
が本契約に適用される）をどう解するかが問題と
なる。Hobérは、UNCITRALの1976年仲裁規則
33条3項において、「仲裁廷は契約の文言に従っ
て決定を行い、また取引に適用される貿易慣行が
あればそれも勘案する」と規定していることや、
契約14条9項は契約を国際化する意図を有するも
のであってソ連法を二次的な役割にとどめている
ことに鑑み、ソ連民法よりも国際建設ビジネスに
おける貿易慣行や法の一般原則の適用の方が優位
すると指摘する。

③SVSIによる反訴の扱いについて。SVSIは米
国務省の付託による仲裁の手続とは別の仲裁手続
を進行できるか（例えば別の仲裁人を選べるか）
は興味深い課題である。もし2つの仲裁廷が並存
するとなると、同時係属（lis�pendence）や既判
力（res�judicata）をめぐる複雑な問題が生じる
ことになる。訴訟経済ならぬ仲裁経済の観点から
は統合が望ましいと思われるが、多くの法体系に
おいては、複数の仲裁の統合には全当事者の同意
が必要だとされる。また、UNCITRALの仲裁規
則にもストックホルム商業会議所の規則にも統合

についての規定はない。
④ソ連法における消滅時効について。Hobérは、

時効概念が手続法上のものだとすれば、仲裁地法
（lex�arbitri）であるスウェーデン法上の時効が
適用され、ソ連法上の時効は適用されなくなると
する。ソ連民法においては消滅時効は3年と非常
に短期に設定されている点、また裁判か仲裁に訴
えない限り時効中断事由にはならない点が問題で
あるが、米国務省による仲裁付託の通知は時効中
断事由になりうると考えられる22）。

⑤ソ連法における利息について。ソ連民法176条
では、信用機関の業務及び対外貿易上の債務の場
合を除いては利息は付加されない旨規定する。社
会主義経済ならではの規定といえるが、対外貿易
上の債務の場合の一般的な利率は年3％であった。

⑥ソ連法における遅延の概念について。ソ連民
法では368条乃至372条に建設契約についての規
定がおかれている。Hobérは、ソ連の建設法にお
ける遅延の概念は西側の法体系における遅延の概
念（即ち、特定の期間内に建設プロジェクトを履
行又は完了できなかったこと）と基本的に類似の
ものだと考えてよいとするが、計画経済ゆえ、ソ
連の建設法の規則の中には国際建設プロジェクト
にはフィットしないものもありうるとする。

⑦盗聴器設置の国際法上の評価と契約に及ぼす
効果について。接受国による大使館の盗聴につい
ては相当数の先例がある23）。本事案において、
SVSIが工事中に盗聴器を建物の基礎部分に埋め
込んだことが事実であるとした場合、このような
行為は国際法上、どのように評価されるだろうか。
外交関係に関するウィーン条約（昭和39年条約
14号）22条は１項において「使節団の公館は不
可侵とする」旨規定し、2項は「接受国は、侵入
又は損壊に対し使節団の公館を保護するため及び
公館の安寧の妨害又は公館の威厳の侵害を防止す
るため適当なすべての措置を執る特別の責務を有
する」旨規定する。27条1項は「接受国は、すべ

21）ICJ�Reports�1970,�pp.�39-40.�
22）消滅時効につき詳細は、Kaj�Hobér,�Extinctive�Prescription�and�Applicable�Law�in�Interstate�Arbitration�
(Lustus,�2001)�参照。
23）この点につき詳しくは、Eileen�Denza,�Diplomatic�Law�(4th�edition,�Oxford�University�Press,�2016),�pp.183-188.
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ての公の目的のためにする使節団の自由な通信を
許し、かつ、これを保護しなければならない」旨
規定する。大使館における盗聴器の設置は、22
条2項にいう「侵入又は損壊」（intrusion�or�
damage）に該当し24）、また27条1項にも違反する。
27条1項に関連して、Seyersteadは、「接受国は派
遣国の通信の内容を知ろうと企ててはならず、ま
た他者はそうしようとすることを防止するためあ
らゆる合理的な予防手段を講じなければならな
い。それゆえ、接受国は、通常の郵便物を検閲し
たり、外交封印袋を開封したり、電話や私的会話
を聴取したり、電信を複写したり暗号解読したり
してはならない」と指摘する25）。たとえ私人が盗
聴器を設置したとしても、接受国は侵入又は損壊
に対し公館を保護するため適当なすべての措置を
執る特別の責務を有する（22条1項）以上、注意
義務の欠如から接受国には同条違反の責任が生じ
る。ましてSVSIのような国益企業が盗聴器を仕
掛けた場合には、接受国（ソ連）自身が直接に大
使館の不可侵を侵害したことになりうる。

このように国際法違反が接受国であるソ連側に
生じている以上、米国務省が工事をストップさせ
たことに責任を負うのは原因行為を創出したソ連
である。SVSIの側から米国務省が工事を遅延させ
たとして賠償請求を行うことは、「何人も自己の違
法 行 為 に よ っ て 利 得 す る を 得 ず 」（nullus�
commodum�capare�de�sua�injuria�propria）の法理
及び「違法行為は請求の基礎にはなり得ない」（ex�
delicto�non�oritur�actio）の法理（これらの法理
は法の一般原則になっていると考えられる）に違
背するため、およそ認められない26）。契約内容に
もよるが、一般論としては、大使館において最も
重要な不可侵が建設段階において重大に毀損さ
れ、しかも盗聴器が基礎工事の中に埋め込まれた
ため建物を解体しない限り取り外しができないと

いう事実に鑑みると、米国務省の側からは建設契
約は履行不能になった（SVSIは単にビルを建設
すれば契約債務を履行したことになるのではな
く、大使館の業務に支障のない施設を建設する義
務を負っているが、その履行はもはや不可能に
なった）として契約を終了できる、代金の不払を
正当化できる、既払分の返還を請求できると同時
に、解体にかかる費用の請求も相当因果関係を有
する損害に該当するとして請求できると解するこ
とが合理的である。

Ⅵ．�米ソ貿易における契約に用いられる
選択仲裁条項（1977年）とストック
ホルム商業会議所の役割

冷戦期における東西諸国間の信頼醸成の枠組と
して有名な1975年8月1日採択の全欧安保協力会
議（CSCE）「ヘルシンキ最終議定書」（Helsinki�
Final�Act）のB.「経済、科学技術及び環境の分
野における協力」の3.「貿易及び産業協力に関す
る条項」の中には、仲裁に言及したパラグラフが
あり、「適当な場合には、自国の企業、事業体及
び会社に対して、商業契約及び産業協力契約又は
特別の協定の中に仲裁条項を含めるよう勧告す
る」、「この分野における既存の政府間その他の協
定を勘案して、仲裁条項は相互に受諾可能な仲裁
規則の下での仲裁について規定すべきであり、ま
た第三国における仲裁を許容すべきであると勧告
する」と規定している。

この勧告を履行する一歩として、1977年1月に
は米国仲裁協会（AAA）とソ連商工会議所

（USSRCCI）が米ソ貿易における契約に用いら
れる選択仲裁条項を締結した27）。米ソ間の各種契
約に取り入れてもらうことを目指したものであ
る。1項は「本契約若しくは本契約の違反、終了

24）Denza,�supra�note�23,�p.145.
25）Finn�Seyerstead,�Diplomatic�Freedom�of�Communication,�Scandinavian�Studies� in�Law,�vol.�14� (1970),�p.�219,�
cited�by�Denza,�supra�note�23,�p.�183.�
26）この点は、拙稿・前掲注19）において指摘した通りである。
27）同条項につき、S.N.Lebedev,�The�1977�Optional�Clause�for�Soviet-American�Contracts,�American�Journal�of�
Comparative�Law,�vol�27�(1979),�pp.469-478.�Lebedevは本仲裁において実質的にソ連側を代表した。
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若しくは無効から生じる又はそれらに関するいか
なる紛争、抗争若しくは請求も、仲裁によって解
決される。仲裁裁定は最終的であり当事者を拘束
する」と規定する。2項は「仲裁は本契約日に効
力を有するUNCITRAL仲裁規則に従う。但し、
この仲裁規則と本契約の仲裁条項の間に齟齬があ
る場合には、本契約の条項による」と規定する。
3項は「ストックホルム商業会議所が仲裁人選定
機関となる」旨規定する。4項は「仲裁人の数は
3名とする」と規定する。5項は「各当事者は１
名の仲裁人を選任する」旨規定する28）。6項は「2
名の仲裁人が第3の仲裁人を選任し、この第3の
仲裁人が主任仲裁人となる」旨規定する29）。7項
は「仲裁は、裁定の作成を含めて、ストックホル
ムにて開催する」と規定する。8項は「時間と経
費の節約のため、当事者は仲裁手続の言語を単一
とすることに合意するよう最善の努力を払う。単
一の言語で合意できない場合には、①各当事者は
陳述書面については英語とロシア語の双方で提出
する。②他の書面については仲裁人が決定した場
合のみ翻訳がなされる。③すべての口頭弁論はロ
シア語及び英語に通訳がなされる。④裁定とその
理由はロシア語及び英語の両方で記される」と規

定する。なお、米国もソ連もスウェーデンも外国
仲裁判断の承認及び執行に関する1958年条約の
当事国であるため、スウェーデンでの仲裁判断は
ソ連内及び米国内で執行可能であった30）。

スウェーデンの有する政治的中立性、高いモラ
ル及びバルト海北部という地理的位置が、東西間
の紛争の解決に適した場所だと認識されるように
なり、選択仲裁条項においてストックホルムが明
記されるに至った。そして、仲裁におけるストッ
クホルムの重要性を冷戦期に象徴したのがまさに
本事案であった31）。

Ⅶ．おわりにかえて

本事案は「幻の仲裁」となったが、国際商事仲
裁が外交上の重要問題の解決に資することを示す
実例でもあったといえよう。本仲裁は、米ソ間の
対立の状況下で「法の支配」の重要性を両国に認
識させるとともに、一定の緊張緩和及び信頼醸成
の効果を有したことは否定できないと思われる。
同時に本事案は、国際商事仲裁であっても国際政
治の動向に強く影響を受けるものがあることを再
認識させるものでもあったといえよう。

28）同項ではさらに次のように規定する。原告から仲裁人指名の通知を受け取ってから15日以内に被告が仲裁人の氏
名を原告に通知しない場合には、第2の仲裁人は次の手続で選任する。①被告がソ連の対外貿易機関ある場合にはソ
連商工会議所が第2の仲裁人を指名する。②被告が米国の法人又は自然人である場合には米国仲裁協会が第2の仲裁人
を指名する。③原告からの要請の受領後15日以内にソ連商工会議所又は米国仲裁協会が第2の仲裁人を指名しなかっ
た場合には、ストックホルム商業会議所が指名する。
29）同項ではさらに次のように規定する。第2の仲裁人の指名後30日以内に2人の仲裁人が主任仲裁人の選択について
合意しなかった場合には、いずれかの当事者の要請に基づき、主任仲裁人は次の手続に従ってストックホルム商業会
議所により指名される。①ストックホルム商業会議所はソ連商工会議所及び米国仲裁協会によって設立された主任仲
裁人の現行の合同パネルに列挙されたすべての者の氏名リストを両当事者に付託する。②リスト受領後15日以内に各
当事者は指名に反対の者の氏名を削除し（但し削除はリストの過半数となってはいけない）、残りの者については好
ましい順に番号をつけてストックホルム商業会議所に返送する。③15日経過後にストックホルム商業会議所はリスト
から削除されていない者の中から当事者が示した優先順位に従って主任仲裁人を指名する。④共同パネルが利用可能
でなく又は当事者による氏名削除後にリストに残ったすべての者が主任仲裁人になる意思又は能力を欠いていた場合
には、ストックホルム商業会議所が合同パネルには該当しない者でソ連又は米国以外の国籍の者を指名する。
30）Lebedev,�supra�note�27,�pp.471-472.�
31）この点につき、Yves�Dezalay�and�Bryant�Garth,�Dealing�in�Virtue�(University�of�Chicago�Press,�1996),�pp.�189-
190.
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はじめに

本件は、シンガポール企業が中国においてイギ
リスの仲裁裁決の承認及び執行を申請した事件で
あり、各法院において仲裁裁決について複数の問
題が検討された。詳しくは後に述べるが、天津海
事法院及び天津市中級人民法院は仲裁裁決の承認
及び執行を認めず、最高人民法院はその結論自体
は支持した1）。

まず事件の概要等を紹介した後、各法院の見解
を紹介し（最高人民法院の回答については全訳を
掲載する）、最後に簡単な解説を試みたい。

当事者及び仲裁機関等

申請人�（仲裁申立人）：韦斯顿瓦克公司（以下「Ｘ」
という）、住所地：シンガポール共和国

被申請�人（仲裁被申立人）：北京中钢天铁钢铁贸
易有限公司（以下「Ｙ」という）、住所地：
中国人民共和国

仲裁機関：英国仲裁機関2）

受訴法院：天津海事法院

事件の概要

1　Ｘは船主として、2008年8月1日、船舶の賃借
人であるＹと5年間の「就航傭船包括運送契約」

（以下「本件契約」という）を締結し、32回の就
航を合意し、2008年に2回の就航を完了していた。
2009年初め、金融危機の影響によって鉄鋼石と
船賃の価格が変動したことから、Ｘ及びＹは運送
費の変更を協議したが、合意に至らなかった。
2　同年3月6日、Ｙは会社を解散し、清算人を選
任して清算することを決定した。同月12日には
当該清算人は北京市工商行政管理局に清算を報告
し、同月13日にはＹに対してＥメールでＹが清
算手続に入ったこと及びＸＹ間の全業務の履行停
止を通知した。

同日、ＸはＹ清算人に対して仲裁の通知を送り、
Michael�Baker-Harber（以下「甲」という）を本
件契約の仲裁人に指定した。これに対して、Ｙは
陈波（以下「乙」という）を仲裁人に指定し、同
月27日、Ｘに通知した。同年4月20日、Ｙ清算人
弁護士は乙に対して電子メールを送り、Ｙの清算
業務がまもなく完了することから、仲裁人を辞任
するか否かを確認した。

同月21日に北京市工商行政管理局はＹの登録
抹消を承認した。同日、Ｙ清算人は、Ｘ及び2名

中国商事紛争解決の理論と実務（11）
仲裁廷の構成が仲裁を行う国家の法律に違反するとして仲裁裁決の承認及び執行を認めないと
された事例

吉田 憲 Ken Yoshida

クラウド法律事務所　弁護士

1）万鄂湘主编、最高人民法院民事审判第四廷编『涉外商事海事审判指导』总第24辑（人民法院出版社、2012）115
頁以下。
2）出典では明らかにされておらず、単に「英国仲裁裁决」と記載されている。
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の仲裁人に対して電子メールにて、Ｙの清算業務
は完了し、会社は法に基づいて消滅するので、電
話番号、ＦＡＸ及び電子メールなどの使用を停止
し、Ｙは訴訟の当事者としての資格を有しないと
伝えた。これに対し、Ｘ代理人は、ロンドン時間
の同日（4月21日）、Ｙ清算人に対して28日以内
に答弁書を提出するように要求した。

乙は同月28日にＸ代理人に対して、Ｙは本件
仲裁を行う権限を失ったとする通知をしたが、Ｘ
代理人は「英国1996年仲裁法」の規定に基づき、
一方当事者が単独で授権を停止して消滅したとし
ても、乙は依然として仲裁人であると通知した。
同年5月1日、Ｘ代理人は、乙は本件の仲裁人を
辞任したとして、「英国1996年仲裁法」27条に基
づき、Ｙに仲裁人の欠員を補填するために新たな
仲裁人を任命するように伝えた。なお、同月5日、
乙は本件の仲裁人を辞任することに同意した。
3　2010年1月25日、北京市工商行政管理局は、
Ｙが債権債務の処理をすべて終了したと報告した
際にＸとの仲裁事件を隠匿し、違法に会社登録を
抹消したとして行政処罰を決定し、Ｙの登録抹消
を取り消した。
4　同年2月11日、Ｘ代理人は、ＦＡＸ、電子メー
ル、速達及び派遣者による交付等の方式により、
Ｙ、Ｙ株主、清算人、清算人の２名の弁護士（以
下「Ｙ等」という）に対して仲裁通知を送り、Ｙ
が14日以内に仲裁人を指定するように要求した。
しかし、指定した期間内にＸはＹ等から回答を得
られなかった。

同年3月4日、Ｘ代理人は、同様の方式により、
Ｙが指定期間内に仲裁人を指定しないので甲が本
件の単独仲裁人になることを通知した。同月25
日、ＸはＹ等に対して訂正した仲裁申請書を送付
し、Ｙが28日以内に答弁書を送付するように要
求したが、Ｙから答弁書の提出はなかった。甲は、
Ｙ等に対し、同年3月30日及び同年4月27日に答
弁書の提出を求め、後者の日にはＹが答弁書を期
限までに提出しない場合にはＸ提出の書面及び資

料に基づいて裁決を行う旨を通知した。
5　同年6月2日、甲は単独仲裁人として本件仲裁
裁決を行い、Ｘが主張する37,327,533米ドル及び
その利息の損害賠償請求を支持した。

なお、Ｙは北京市工商行政管理局による行政処
罰について不服申立てをしたところ、北京市海淀
区人民法院は当該行政処罰の決定を取り消し、北
京市第一中級人民法院もそれを支持した。
6　同年9月27日、Ｘは、天津海事法院に対して、
本件仲裁裁決の承認及び執行を申請した。これに
対し、Ｙは以下の理由により本件仲裁判決は承認
及び執行されるべきでないと主張した。具体的な
理由は、①本件契約書にはＹの署名及び押印がな
いので、本件契約は成立しておらず、ＸＹ間には
仲裁合意及び仲裁条項がないこと、②仲裁廷の構
成が仲裁条項及び仲裁法に違反していること、③
仲裁手続は違法であること（具体的に9つの理由
を挙げている）であった。

天津海事法院の意見

甲が2010年6月2日に行ったＸＹ間の本件契約
についての仲裁裁決は、仲裁廷の構成が仲裁条項
及び「英国1996年仲裁法」の規定に反している
こと、かつ、当事者が弁明できない状況にあった
ことから、外国仲裁判断の承認及び執行に関する
条約（以下「ニューヨーク条約」という）第5条
1項2号、4号3）〔ママ〕の規定に基づき、承認及び
執行は認められない。

天津市高級人民法院の意見

当院は、我が国及び英国が同じくニューヨーク
条約の締約国であることから、本件を承認及び執
行すべきか否かはニューヨーク条約の規定に基づ
いて審理を進めるべきと考える。当院は、本件の
仲裁廷は本件の審理過程においてニューヨーク条
約第5条の規定する承認及び執行を与えるべきで

3）中国では条文の序列を「条、款、項」とするが、日本では「条、項、号」とする。本稿では日本の表記方法を使
用した。
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はない事情があることから、本件の仲裁裁決の承
認及び執行は認めるべきではないと考える。主要
な理由は以下のとおりである。
1　本件では、ＸＹ間に仲裁合意があったこと及
び署名もしくは相互の交換方式に基づいて書面に
よる仲裁条項があったことが十分に証明されてい
ないことから、ニューヨーク条約第2条1項、2項
の仲裁合意は書面によるとの要件を定める規定を
満たしていない。

Ｘが提出した本件契約書にはＸの押印はある
が、Ｙの署名押印はなく、Ｘはその他にＸＹ間に
仲裁合意があったことを証明する証拠を提出でき
ていない。
2　仲裁手続によってＸＹ間の本件紛争を解決す
るとしても、本件では仲裁廷の構成及び仲裁手続
に以下の問題点がある。
1）本件の仲裁廷は仲裁条項及び「英国1996年仲
裁法」の規定に反しており、ニューヨーク条約第
5条1項4号〔ママ〕に規定する事情がある。

本件契約書にはＸＹ双方が単独仲裁人による紛
争解決に同意した場合は単独仲裁人とすること等
が規定されている。本件ではＸが甲を仲裁人に指
定したが、Ｙは甲を単独仲裁人とすることを認め
ず、乙を仲裁人に指定しているので、本件の仲裁
廷は構成されたことになる。「英国1996年仲裁法」
第25条は仲裁人が辞任することを禁止していな
いので、乙が辞任した後は仲裁廷の欠員をどう補
充するかという問題があるだけである。本件では

「英国1996年仲裁法」第18条に基づき、ＸはＹに
通知した後に裁判所に仲裁廷の構成について決定
を求めるべきであったにもかかわらず、その申請
をせず、自ら指定した仲裁人を単独仲裁人として
仲裁手続を続行したのであるから、本件の仲裁廷
の構成は仲裁条項及び「英国1996年仲裁法」の
規定に反することから、ニューヨーク条約第5条
１項4号〔ママ〕に該当する。
2）仲裁文書の送付方式は「英国1996年仲裁法」
の規定に反しており、送達は無効であるから、
ニューヨーク条約第5条1項2号〔ママ〕の事情が
ある。

本件契約書第49条は相互の連絡方式、言語、

住所を定めているところ、当該規定は仲裁手続に
は適用すべきではない。本件契約が終了した後に
は仲裁条項が独立して存在することになり、当該
仲裁条項には双方の仲裁手続における連絡方式及
び住所を定めていない。この場合、「英国1996年
仲裁法」第76条4項（ｂ）に基づき、被申請人の
登記住所又は主要な事務所に送達すべきである。

しかし、Ｙは2009年4月21日に登録抹消されて
以降、従来の事務所は使われておらず、従業員は
いなくなり、電話番号、ＦＡＸ及び電子メールは
使用を停止していたこと等から、この場合は「英
国1996年仲裁法」第77条に基づき、裁判所に送
達方法の決定を申請するべきであった。

そのほか、Ｘが送達した証拠は公証手続を経て
いないことから、送付した郵便物が仲裁に関係す
ることを証明できず、Ｙがそれら仲裁に関する資
料を受領したことを証明する証拠もない。さらに、
Ｙが郵便物を確認して返答したこと、電子メール
及びＦＡＸを受領したことの証明もない。加えて、
Ｘが送付先としたＹの株主、清算人及び2名の法
律顧問は当事者及び仲裁代理人ではないので、送
達に法的効力はない。

従って、仲裁手続中の仲裁文書の送達方式は不
適法であり、有効な送達とみることはできず、Ｙ
が仲裁文書を受領したとは認められないので、
ニューヨーク条約第5条1項2号〔ママ〕に該当する。
3）Ｙが有効な通知を受領していない本件におい
て、ＸＹ間には審理方式について合意はないので
あるから、仲裁廷が書面方式によって仲裁裁決す
る権限はなく、一方当事者の提出資料によって仲
裁裁決する権限もない。

従って、仲裁手続は「英国1996年仲裁法」及
び「ロンドン海事仲裁人協会規則」の関係規定に
違反するので、ニューヨーク条約第5条1項4号〔マ
マ〕に該当する。
4）本件契約には違約責任及び違約損失に関する
規定がなく、Ｙは実際に発生した運送費を精算し
ているにもかかわらず、仲裁廷は仮定条件に基づ
いてＸの損失を計算し、発生していない費用の賠
償を求める仲裁判決をすることは、公平を失して
おり、中国側の当事者の利益に深刻な危害をあた
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えることになって我が国社会の公共利益に反する
ので、ニューヨーク条約第5条2項2号〔ママ〕に
該当する。
3　以上より、当院の処理意見は、イギリスの仲
裁裁決は承認及び執行を認めるべきではないと裁
定するというものである。適切か否かについてご
意見を頂きたい。

最高人民法院の回答

最高人民法院
「韦斯顿瓦克公司が英国仲裁裁決の承認及び執行
を申請した件に関する伺いに対する回答」

2012年5月21日　（2012）民四他字第12号
天津市高級人民法院あて：

貴院（2011）津高民四他字第4号「韦斯顿瓦克
公司が英国仲裁裁決の承認及び執行を申請した件
に関する伺い」を受領した。検討を経て以下のと
おり回答する。
1　仲裁条項の効力について

貴院の伺いにおいて認定したところによると、
Ｘが提出した2008年8月1日締結の本件契約はＸ
一方の押印のみがあり、Ｙの署名押印がないとの
ことである。しかし、Ｙ清算人は2009年3月13日
にＸに通知を発するとき、本件契約の締結及び本
件契約に基づき2008年の就航を履行したことを
認めており、かつ、乙を仲裁人に指定している。
Ｙは本件契約の真実性について異議を提出してい
るが、十分な反対証拠を提出していないので、本
件契約には真実性があり、本件契約中の仲裁条項
は当事者双方に対して等しく拘束力を持つと認め
るべきである。貴院は当事者双方の仲裁合意及び
書面形式の仲裁条項を証明する十分な証拠がない
と考えるが、十分に事実に基づいていない。
2　仲裁廷の構成について

本件契約第39条の規定は、双方が単独仲裁人
による紛争解決に同意する；一方が相手方の仲裁
人指定の通知に返答できない場合には当該仲裁人
は紛争の単独仲裁人となる；双方が仲裁通知の
14日内に単独仲裁人の指定に同意できない場合
には両名の仲裁人によって解決されることとし、

それぞれが1名の仲裁人を指定し、両名の仲裁人
が意見を一致させられない場合には3人目の仲裁
人を指定する、と規定する。本件ではＸは甲を仲
裁人とする通知を出し、Ｙは単独仲裁人に同意せ
ず、もう1人の乙を仲裁人に指定している。従っ
て、仲裁条項の規定する単独仲裁人の条件を充た
していないのであるから、本件紛争の仲裁廷は両
名の仲裁人によって構成されたことになる。その
後の乙の辞任により、問題は仲裁廷の欠員をどう
補充すべきかにあった。「英国1996年仲裁法」第
27条2項、同条3項、第16条（7）項、第18条（2）
項の規定に基づき、ＸはＹに通知した後に裁判所
に仲裁廷の構成を決定するように申請すべきで
あった。しかし、本件でＸは裁判所に申請せず、
指定する仲裁人をして単独で仲裁を行わせた。こ
の仲裁廷の構成は本件の仲裁条項及び「英国
1996年仲裁法」の規定に反する。従って、ニュー
ヨーク条約第5条1項d号の規定する「仲裁廷の構
成又は仲裁手続が当事者の合意に従っていなかっ
たこと、又はそのような合意がなかったときは、
仲裁が行われた国の法令に従っていなかったこ
と」に該当することから、本件仲裁裁決の承認及
び執行を認めるべきではない。
3　仲裁文書の送達方式及び仲裁手続について

本件契約第49条の通知条項は、契約履行過程
における相互の通知方式、言語及び住所を規定す
る。Ｙの登録抹消前に、双方当事者は継続して本
条項に従って相互に連絡をとっていた。貴院は本
条項が仲裁手続に適用されるかが明らかではない
とするが、双方が連絡方式を合意していなかった
と考えるのは十分に事実に基づいていない。
2009年4月1日、Ｙの登録抹消の後、Ｘ及び仲裁
人はＦＡＸ、電子メール、速達及び派遣者による
交付等の方式により、Ｙ、Ｙ株主、清算人、清算
人の２名の弁護士に対して仲裁に関する文書を送
付したが、関連する法律規定に違反しない。貴院
が仲裁文書の送達方式が合法ではないことをもっ
て有効な送達と見ることはできず、仲裁手続は違
法であるとして本件の仲裁裁決の承認及び執行を
認めるべきではないと考えるのは、事実及び法律
の根拠を欠いている。
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4　公共秩序の原則について
ニューヨーク条約第5条2項b号の規定に基づ

き、我が国法院は仲裁裁決が公共秩序に抵触する
と考えるときは承認及び執行を拒絶できる。しか
し、当該規定の公共秩序は厳格に解釈及び適用さ
れなければならない。外国商事仲裁裁決を承認及
び執行することによって我が国法律の基本原則に
違反し、我が国の国家主権を侵害し、国家及び社
会公共の安全に危害を加え、善良な風俗等の我が
国の根本的な社会公共の利益を侵害するような事
情があってはじめて公共政策を理由に承認及び執
行を拒絶できる。貴院が仲裁結果は公平を失して
おり、我が国社会公共の利益に違反するとして本
件仲裁裁決に対して承認及び執行を与えないのは
不当である。

以上より、貴院が仲裁廷の構成は仲裁を行う国
の法律に違反しているとして本件仲裁裁決に承認
及び執行を認めないとの結論に同意する。

以上、回答する。

解説

1　最高人民法院は外国仲裁機構の裁決の執行又
は取消しについて上級審への報告制度（いわゆる
逐級報告制度）を設けている4）。具体的には、人
民法院に対して外国仲裁機構による裁決の執行又
は取消しの申請があった場合において人民法院が
執行を許さず、又は取消しを認めるときには、そ
の裁定前に高級人民法院に報告して審査を行い、
高級人民法院がそれに同意する場合には当該審査
意見を最高人民法院に報告しなければならないと
し、さらに最高人民法院の回答を待ってから裁定
を行うこととなっている。

本件においても、同制度に基づき、天津海事法
院は天津市高級法院に報告し、天津市高級法院は
最高人民法院に報告している。最高人民法院の回

答は、高級法院の伺いに対するものである。
2　本件では複数の事由が争点となったが、天津
海事法院、天津市高級法院及び最高人民法院のい
ずれもが仲裁裁決の承認及び執行を認めないとの
結論を示した。しかし、天津市高級人民法院は、
仲裁合意及び仲裁条項が成立していないこと、仲
裁廷の構成及び仲裁手続が違法であること、仲裁
の結果が不公平であって中国の社会公共の利益に
反することとして複数の根拠を挙げているのに対
し、最高人民法院は仲裁廷の構成が違法であるこ
とのみを根拠としている点が興味深い。
3　ニューヨーク条約第2条1項は、仲裁条項は書
面によるべきこと、同条2項は書面による合意と
は当事者双方が署名し又は文書等の交換を行う仲
裁合意又は仲裁条項をいうと規定する。天津市高
級人民法院は本件契約書にＹの署名押印がないこ
とを重視して同条に違反すると判断したのに対し
て、最高人民法院はＹが本件契約書に基づいて行
動したことを認め、さらに本契約に従って乙を指
名していることから、本件契約書のＸＹに対する
拘束力を認めて同条違反ではないとした。これま
でＹは本件契約に基づいて義務を履行しており、
Ｘによる本件申請まで本件契約書の成立を争って
おらず、逆に本件契約に従った行動をしていたの
であるから、事実関係を基礎に実質的に判断した
最高人民法院が妥当であろう。天津市高級人民法
院の判断は形式的に過ぎるのではないだろうか。
4　また、ニューヨーク条約第5条1項b号は、「判断
が不利益に援用される当事者が、仲裁人の選定も
しくは仲裁手続について適当な通告を受けなかっ
たこと又はその他の理由により防御することが不
可能であったこと」を規定する。天津市高級人民
法院は本件契約書第49条の通知に関する規定が仲
裁手続に適用されないと解釈し、英国1996年仲裁
法を適用すべきとして仲裁文書の送付方式及び仲
裁手続が違法であると判断した。これに対し、最

4）最高人民法院「关于人民法院处理与涉外仲裁及外国仲裁事项有关问题的通知」（1995年8月28日法发（1995）18号）、
同「关于审理和执行涉外民商事案件应当注意的几个问题的通知」（法（2000）51号）、逐級報告制度については粟津光
世「外国仲裁判断の承認・執行に関する中国人民法院の逐級報告制度（2）」産大法学43巻3,4号（2010）232頁以下。
　なお、最高人民法院「关于仲裁司法审查案件报核问题的有关的规定」（2017年12月26日法释（2017）21号）により、
非渉外事件についても逐級報告制度が適用されるようになった。
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高人民法院は本件契約書をそのようには解釈せず、
Ｙの登録抹消前はＸＹが本件契約書に従って連絡
をしていたこと、登録抹消後はＸがＹ、Ｙ株主、
清算人、清算人の法律顧問に各種の方法で送達を
していたことをもって仲裁文書の送付方式及び仲
裁手続が違法ではないと判断した。天津市高級人
民法院の判断は本件契約書を技巧的に解釈しすぎ
ているきらいがあり、ここでも事実関係を基礎に
実質的に判断した最高人民法院が適切であろう。
5　さらに、ニューヨーク条約第5条2項b号は「判
断の承認及び執行が、その国の公の秩序に反する
こと」を規定している。天津市高級人民法院は同
号を緩やかに解釈して本件は同号に反すると判断
したが、最高人民法院は同号を厳格に解釈して適
用すべきであるとして本件には同号違反はないと
判断した。「公の秩序」を緩やかに解釈した場合

には事件又は地域ごとにその範囲が異なるおそれ
があり、当事者の予見可能性を大きく損なうこと
になるであろうから、同号の適用範囲を狭くする
最高人民法院の判断が適切であると考える5）。
6　以上のとおり、総じて天津市高級人民法院は
形式的、技巧的に解釈しているのに対し、最高人
民法院は事実関係を基礎にして穏当な解釈をして
いるように思える。結論としては本件仲裁裁決の
承認及び執行は認められなかったが、これは仲裁
廷の構成が「英国1996年仲裁法」に明らかに反
していることから事実関係を考慮しても違法と判
断せざるを得なかったからではないだろうか6）。
いずれにせよ、仲裁事件の当事者は仲裁手続を進
めるに際して仲裁規則及び仲裁手続を行う国の法
令にも十分な注意が必要であろう。

5）最高人民法院が同号を限定的に解釈した事例として，藤本一郎「『無効』な仲裁条項に基づく外国仲裁判断の承認・
執行が認められた例」JCAジャーナル第64巻5号（2017）32頁以下，拙稿「当事者間の契約が行政法規に反する場合
であっても外国仲裁判断の承認及び執行を認めるべきとされた事例」JCAジャーナル第64巻10号（2017）38頁以下，
池田良輔「中国へ輸出された設備が中国の安全基準等に違反することはニューヨーク条約第5条2項2号『仲裁判断の
承認及び執行がその国の公の秩序に反すること。』に該当しないとされた事例」JCAジャーナル第65巻8号（2018）
34頁以下など。
6）本件のほかに最高人民法院が仲裁人の指定手続に瑕疵があった（仲裁規則に反した）として仲裁裁決をニューヨ
ーク条約第5条1項d号に反すると判断した事例として，溝内伸治郎「仲裁機関が所定の通知をなさずに一方当事者の
指定により補充すべき仲裁人を当該当事者のために指定した場合に外国仲裁判断の承認・執行が拒絶された例」JCA
ジャーナル第65巻11号（2018）26頁以下。
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申 立 人：�Itisaluna�Iraq�LLC（ヨルダン法人）、
Munir�Sukhtian�Investment�LLC（ヨ
ルダン法人）、VTEL�Holdings�Ltd.

（UAE法人）及びVTEL�Middle�East�
and�Africa�Limited（UAE法人）

被申立国：�イラク共和国
事件番号：�ICSID�Case�No.�ARB/17/10
仲裁判断：�2020年4月3日
仲 裁 廷：�Daniel�Bethlehem（ 英 国、 長 ）、

Wolfgang�Peter（スイス、申立人選任）、
Brigitte�Stern（フランス、被申立国
選任）

出　　典：�Inves tment�Trea ty�Arb i t ra t i on�
（https://www.italaw.com/cases/5591）

本判断のポイント

�・�OIC投資協定上の紛争解決条項は、仲裁申立の
前提条件として調停前置を定めたものである。

�・�OIC投資協定上の最恵国待遇条項（以下「MFN
条項」）に基づく第三国投資協定上の紛争解決
条項の均霑の可能性を一般論として認める。

�・�OIC投資協定上のMFN条項に基づく日・イラ
ク投資協定の紛争解決条項が定めるICSID仲
裁同意の均霑を認めず、ICSID仲裁の管轄要
件であるjurisdiction�ratione�voluntatis（ICSID
条約25条1項）の充足を認めない（多数意見）。

Ⅰ．事実関係

本仲裁判断の結論に直接関係するものではない
が、申立人らの本案主張に係る事実関係は、申立人
らの主張するところによれば、次のとおりである。

2006年6月11日、 申 立 人 の 一 で あ るMunir�
Skhtian�Investment� �LLCは、イラク共和国（以
下「イラク」）内で情報通信サービスを提供する
ことの許諾に係る契約をイラク政府機関である
Communication�&�Media�Commission（以下

「CMC」）との間で締結した。申立人らは同契約
に基づき、情報通信サービスの提供に必要となる
国際ゲートウェイを自ら運営する権利を有してい
たが、イラク政府機関であるGeneral�Secretariat�
of�the�Council�of�Ministersは当該権利の行使を認
めなかった。イラク政府は、当該ゲートウェイの
運営のためには、イラク国営企業との間で別個の
許諾契約の締結が必要だとし、申立人らは当該契
約の締結に応じた。しかし、イラク政府機関は、
申立人の一であるItisaluna�Iraq�LLC（以下

「Itisaluna」）に対して、当該ゲートウェイの運営
を中止するよう要求し、さらにCMCは、Itisaluna
に対して、イラク国内において光ファイバーケー
ブルを敷設することも禁止した。イラク政府は、
これについて申立人らに対して、何らの補償も行
わなかった。また、これに関連するその他のイラ
ク政府機関の対応は、申立人らの正当な期待を充
足させるものではなかった［paras.�26-27］。

投資協定仲裁判断例研究（128）
最恵国待遇条項に基づく第三国投資協定上のICSID仲裁合意の均霑を否定した事例

戸田祥太 Shota Toda

長島・大野・常松法律事務所　弁護士
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申立人らは、申立人らの国籍国であるヨルダン
及びUAE、並びに被申立国であるイラクを含む
29か国が批准する、2015年7月21日付けでイラク
について発効した「イスラム協力機構加盟国間に
おける投資の促進、保護及び保証に関する協定」

（以下「OIC投資協定」）のMFN条項（8条1項）
に基づいて［para.�42］、日・イラク投資協定の
紛争解決条項の定めるICSID仲裁同意の均霑を主
張し、2017年3月13日付け仲裁申立書をICSID事
務局に提出した［para.�4］。申立人らはOIC投資
協定、及び同協定のMFN条項に基づく日・イラ
ク投資協定の実体規定の均霑を根拠として、正当
な補償なき収用、内国民待遇義務違反、公正衡平
待遇義務違反等を主張し、申立人らの投資財産の
収用に対する補償、申立人らが被った損害の補償
等を請求するものである［para.�28］。

OIC投資協定の紛争解決条項（17条）には、調
停及び仲裁に関する規定が存在し、仲裁手続に関
しては、仲裁人の人数及び選任方法等に関する定
めは存在するものの、仲裁地や仲裁規則に関する
定めは存在しない［para.�52］。

Ⅱ．判断要旨

A．序論（Introduction）
本仲裁廷による判断が必要となる最も重要な問

題は、本件MFN条項に基づき、申立人らが日・
イラク投資協定上のICSID仲裁同意をOIC投資協
定の中に取り込めるか否か（下線著者）である。
申立人らはこの問題において成功しない限り、他
の論点の結論の如何にかかわらず、申立人らの管
轄に係る主張は認められない［para.�146］。

この問題について本仲裁廷は、申立人らはOIC
投資協定8条に依拠して、日・イラク投資協定上
のICSID仲裁付託への同意をOIC投資協定に取り
込むことはできないという結論に至った。その理
由は以下に述べるとおりである［para.�148］。

B．仲裁廷による検討（Analysis）
（1）OIC投資協定の検討

OIC投資協定が、イスラム協力機構加盟国57か

国のうち、29か国が当事国となっている多国間
条約である点は、重要である［para.�152］。この
ようなOIC投資協定の性質に鑑みると、その解釈
にあたっては、平易かつ通常の意味に従った解釈
に反することにも、締約国の一つが主張する実務
に依拠して、すべての締約国が共有する明確かつ
確立した（clear�and�dispositive）実務に反する
ことにも、相当に警戒しなければならない。本仲
裁廷がOIC投資協定締約国以外の第三国との二国
間条約上の義務を参照して、OIC投資協定の解釈
を行うことは、他のOIC投資協定締約国のOIC投
資協定上の法的義務の評価を歪曲することになる

（下線著者）［para.�153］。
申立人らがMFN条項に関する主張において依

拠するRosInvest事件及びLe�Chèque�Déjeuner事
件は、被申立国が締結している二国間条約に基づ
き、被申立国の仲裁合意の範囲を拡大したもので
あるが、OIC投資協定の多国間条約としての性質
に鑑みれば、これらの事件と本件は、異なるもの
として区別することができる。MFN条項によっ
て、被申立国の他の二国間条約の実務に依拠して、
二国間条約の仲裁合意の範囲を拡大することと、
本件のように多国間条約における仲裁への同意を
発生させるために被申立国の他の二国間条約の実
務に依拠することの間には、明白な差異が存在す
る。申立人らが依拠するGaranti�Koza事件でも、
当該事件の多数意見は、多国間条約（ECT条約）
の規定を二国間条約に均霑することにより、
ICSID仲裁付託への同意を導いたものである。こ
れは、本件において主張されている、多国間条約
をそれとは無関係な二国間条約の実務に照らして
解釈するというアプローチとは反対（obverse）
である［para.�155］。

この点のほか、OIC投資協定の解釈適用に関し
て、3つの検討すべき論点が存在する。（a）16条
及び17条の関係、（b）17条の解釈、（c）8条の解
釈適用である。これらの論点に対する仲裁廷の評
価は、申立人らがOIC投資協定上のMFN条項に
依拠して、日・イラク投資協定14条4項a号が定
めるICSID仲裁付託への同意をOIC投資協定に取
り込むことはできないという結論を強化するもの
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である［para.�156］。

（a）OIC投資協定16条及び17条の関係
被申立国は、OIC投資協定16条は、投資受入国

内におけるdomesticな仲裁手続に言及したもので
あり、同17条は、投資家−国家間の紛争解決手
続ではなく、投資受入国内の外交的保護を定める
ものであると主張する［para.�157］。しかし、
OIC投資協定を総体的に解釈すれば［para.�160］、
OIC投資協定16条第2文は、投資受入国内の裁判・
仲裁手続、及び国際仲裁手続を区別した上で
fork-in-the-road条項を定めたものであり［para.�
164］、OIC投資協定は、投資家−国家間の国際仲
裁手続の可能性を想定したものである［para.�
165］。

（b）OIC投資協定17条の解釈
OIC投資協定の締約国は、同協定の下で生じた

紛争解決のために、ビスポーク的なメカニズムを
設けることを明らかに意図している。この点は、

「本協定下で生じた紛争解決のための裁判体
（Organ）が成立するまでは…」と定めるOIC投資
協定17条の柱書から明らかである［para.�167］。
本件において、当該「裁判体（Organ）」が成立
したという事実は提示されていないが、Al-
Warraq事件仲裁判断が国際イスラム司法裁判所

（International�Islamic�Court�of�Justice）を、当
該「裁判体（Organ）」として想定していること
を提示した点を指摘しておく［para.�170］。

OIC投資協定17条2項の“if…�then”の文言を考
慮すると、調停付託は仲裁提起の前提条件

（condition�precedent）であり（下線著者）［para.�
177］、申立人らが依拠するAl-Warraq事件仲裁判
断は、明らかに、“if…�then”の文言解釈に係る論
点を提示されなかったか、少なくとも当該文言に
重きを置いた解釈を行わなかったものであると評
価できる［para.�178］。OIC投資協定は、調停付
託及びその不成立が仲裁提起の入口となることが
意図されている［para.�183］。

調停付託を仲裁提起の前提条件とするならば、
当該前提条件の成就の有無が問題となる。本件に

おいて調停付託が合意された事実や調停付託に向
けた努力が行われた事実は示唆さえされていない
ので、本仲裁廷は、この論点についてこれ以上の
検討を行わない［para.�185］。

議論を尽くすために、調停付託が仲裁提起の前
提条件でないと仮定した場合、問題となるのは、
OIC投資協定17条2項が、一般的な意味での仲裁
合意を構成するか否かである［para.�187］。OIC
投資仲裁17条2項a号は、仲裁提起に対する、前
提条件付きの権利を付与したものである［para.�
187］。仲裁提起OIC投資協定17条2項は、一般的
な意味での仲裁合意であるが、ICSID仲裁付託へ
の同意を構成するものではない。そこで、OIC投
資協定8条のMFN条項の適用が問題となる［para.�
191］。

（c）OIC投資協定8条の解釈適用
本件において重要な問いは、抽象的な次元で

MFN条項が紛争解決条項に適用されるか否かで
はなく、本件OIC投資協定上のMFN条項が、
ICSID仲裁への書面同意を取り込むことができる
か否かである。少なくとも投資協定の領域では、
最恵国待遇原則は、国際慣習法上の無差別原則と
して確立した原則ではなく、明示的な規定なしに
適用されるものではない。最恵国待遇原則は、明
示的に規定されなければならず、また一定の限界
に服する、条約法上の原則（a�principle�of�treaty�
law）である［para.�196］。

本仲裁廷は、OIC投資協定8条1項は、明示及び
黙示の例外及び限界に服するものであり、第三国
協定のICSID仲裁への同意を取り込むための適用
は排除されていると考える［para.�197］。日・イ
ラク投資協定は、投資家がMFN条項に依拠して、
他の投資協定の紛争解決条項を援用することを排
除しているのであり、例えば、日本の投資家は、日・
イラク投資協定のMFN条項に依拠して、イラク・
ヨルダン投資協定、OIC投資協定、その他の第三
国投資協定の紛争解決条項を取り込むことはでき
ない［para.�205］。

これらの点は、本件に直接影響するわけではな
いが、本件MFN条項の意図、効果、限界を照射
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するものとして、仲裁廷の評価に関係するもので
ある。仮に、申立人らの援用を認めた場合、申立
人らは、少なくとも仮定の上では、日・イラク投
資協定に依拠する日本の投資家よりもより厚い保
護を享受することになる［para.�207］。これらの
点を考慮すると、申立人らの主張が、行き過ぎた
適用（overreach）であると判断される可能性を
否定することは困難である（下線著者）。もっとも、
このような理由付けは、既存の合意内容にかかわ
らず、第三国投資協定の内容を取り込むことがで
きるという最恵国待遇原則の本質を揺るがす可能
性もある。MFN条項の適用に関しては、当該原
則の維持と行き過ぎた適用からの保護との間の均
衡が図られなければならず（下線著者）、本仲裁
廷はこの観点に基づく検討を行う［para.�208］。

（2）均衡（Striking�the�balance）の観点による検討
本仲裁廷は、紛争解決に関する権利に係る最恵

国待遇原則の理解の法理学的源泉（jurisprudencial�
font）であるMaffezini�v.�Spain事件において、有用
なguidanceを見出す［para.�209］。Maffezini事件は、
MFN条項の適用により、第三国投資協定の紛争解
決条項の援用を認める原則を示した事例として引
用されるが、当該事件仲裁廷は、当該原則の行き
過ぎた適用の危険を警告する［para.�210］。

OIC投資協定について、調停前置が仲裁提起の
前提条件であるという結論がなかりせば、OIC投
資協定8条1項が日・イラク投資協定の定める
ICSID仲裁への同意を援用することができること
を仲裁廷が正当化し得たかもしれない合理的な根
拠は存在したであろう。しかしながら、これと異
なる結論に導く否定しがたい根拠が存在する。す
なわち、OIC投資協定8条1項に依拠して、OIC投資
協定とは無関係にOIC投資協定締約国ではない第
三国との間で締結した二国間条約におけるICSID
仲裁への同意を、OIC投資協定に取り込むことは
できない。申立人らの主張は、かかる「なかりせば」
の結論を覆すことはできず、本仲裁廷はさらなる
検討を控えることもできるが、本仲裁廷の検討を
補充するため、また仲裁廷の判断が誤っていた場
合に備えて、仮定に基づく検討（arguendo�path）

に進むことが重要である［para.�213］
OIC投資協定は、仲裁手続規則に関する詳細な規

定を置いていないが、他方で、仲裁手続の開始、
仲裁廷の構成、仲裁人の選任方法、仲裁判断の執
行に関する規定等、仲裁に適用される手続的な規
定を数多く定めている［para.�215］。このように
OIC投資協定は、ビスポーク的な性質を持った仲裁
審理を含む組織的な要素を有する、明確に定義さ
れた特有の紛争解決制度を確立している。OIC投資
協定には、ICSID仲裁に係る規定は存在しないが、
それを規定することは非常に容易だったはずであ
る。その示唆するところは、ICSID仲裁に係る規定
の不存在は、意識的な決定によるものであった（下
線著者）ということである［para.�216］。

また、申立人らのうち2名は、イラク・ヨルダ
ン投資協定に依拠することが自然であったように
も思われるが、イラク・ヨルダン投資協定には
ICSID仲裁同意が存在するところ、そのMFN条
項は紛争解決条項への適用を明示に排除してい
る。また、日・イラク投資協定のMFN条項は、
OIC投資協定内の紛争解決手続への依拠を明示に
排除している［para.�219］。

このような状況において、本仲裁廷は、OIC投
資協定8条に依拠して、OIC投資協定とは無関係
に、OIC投資協定締約国ではない第三国との間で
締結した二国間条約におけるICSID仲裁への同意
をOIC投資協定に取り込むことはできないという
結論を導く、行き過ぎた適用の制約に係る明白な
公共政策上の考慮（public�policy�consideration）
が存在するものと判断する［para.�220］。

このような公共政策上の考慮により導かれる結
論を措いても、文言に着目した検討（textual�
consideration）もまた、同じ結論を要請するもの
である。仲裁への同意は、複数の法的根拠に基礎
付けられ得るものであることは明らかであるが、
当該同意は、明確であり、具体的であり、意図さ
れたものでなければならないこともまた明らかで
ある。基本協定（principal� treaty）の紛争解決枠
組みのビスポーク的な性質を踏まえると、最恵国
待遇原則を根拠に、基本協定に単に存在しないだ
けでなく、当該不存在が明らかに意図的である
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ICSID仲裁への同意の根拠を、他の協定に求める
ことはできない［para.�221］。これをOIC投資協
定についてみると、ICSID仲裁への明確であり、
具体的であり、意図された同意を認める根拠は何
ら存在しない［para.�222］。

（3）結論
したがって、本仲裁廷は、被申立国のratione�

voluntatisに係る管轄異議を支持し、申立人の主張す
る管轄は存在しないものと結論付ける［para.�225］。

Ⅲ．解　説

1. MFN条項の紛争解決条項への適用 — 問題の
所在と従来の判断傾向

投資協定仲裁においてMFN条項の紛争解決条項
への適用の可否が争われてきたのは、当該投資協
定に含まれるMFN条項が、その適用範囲に関して
争いが生じない程度に具体的な規定を置いていな
いことに起因する1）。この場合、仲裁廷は、当該
投資協定の解釈として、①そもそも、当該MFN条
項による均霑が（実体的な義務を定める条項だけ

でなく）紛争解決条項にも及び得るかという問題、
②当該MFN条項による均霑が、紛争解決条項にも
及び得ると判断した場合、紛争解決条項のいかな
る規定にまで均霑を及ぼすべきかという問題に対
する判断を求められる2）。Maffezini事件管轄決定3）

は、投資協定仲裁において上記①を最初に肯定し
たリーディングケースとして知られる4）。

Maffezini事件以降の仲裁判断を俯瞰すると、上記
論点①については、（当該MFN条項が“all�matters”と
いった文言をもって適用範囲を定めている場合や紛
争解決条項にも及ぶ旨の確認規定を置いている場合
にはほぼ争いがないが、均霑の効果が紛争解決条項
にも及ぶ旨の明示的な規定が当該MFN条項に置か
れていない場合であっても5））MFN条項の均霑の効
果は紛争解決条項にも及び得ると判断される傾向に
あり、上記論点②については、紛争解決条項の（a）
手続要件（仲裁申立前のcooling-off�period等）に対
する均霑については概ね肯定し、（b）管轄範囲の拡
張（事項管轄等）に対する均霑には概ね消極的であ
るという一応の整理を行うことができそうではある6）。
しかし、後述するように、このような整理には異論
もあるほか7）、上記の傾向の範疇に必ずしも位置付

1）Rudolf�Dolzer�&�Christoph�Schreuer,�Principle�of�International�Investment�Law�(2d�ed.�2012),�270.
2）二杉健斗「投資協定仲裁判断例研究（119）[A11Y�v.�Czech�Republic]」JCAジャーナル67巻3号59頁（2020）。本
論点を含む事例を扱った本研究会メンバーによるその他の仲裁判断例評釈として、早川吉尚「投資協定仲裁判断例研
究（33）[Impregilo�v.�Argentina]」JCAジャーナル59巻3号14頁（2012）、石戸信平「投資協定仲裁判断例研究（34）
[Hochtief�v.�Argentina]」JCAジャーナル59巻4号23頁（2012）、石川知子「投資協定仲裁判断例研究（40）[ICS�v.�
Argentina]」JCAジャーナル59巻10号30頁（2012）、小原淳見「投資協定仲裁判断例研究（49）[Teinver�v.�
Argentina]」JCAジャーナル60巻9号26頁（2013）。本論点に関しては、国際法委員会（ILC）による報告書（2015）
も参照されたい。International�Law�Commission,�“Study�Group�on�the�Most-Favoured�Nation�Clause:�Final�Report”,�
29�May�2015,�UN�Doc�A/CN.4/L.852.
3）Emilio�Agustín�Maffezini�v.�The�Kingdom�of�Spain,�ICSID�Case�No.�ARB/97/7,�Decision�of�the�Tribunal�on�
Objections�to�Jurisdiction,�25�January�2000.�MFN条項による均霑の効果として、基本協定の紛争解決条項が仲裁申立
の手続要件として規定していた18か月のcooling-off�periodの省略を認めた[para.�64]。
4）Y.�Zachary�Douglas,�“The�MFN�Clause�in�Investment�Treaty�Arbitration:�Treaty�Interpretation�off�The�Rails,”�
Journal�of�International�Dispute�Settlement,�Vol.�2,�No.�1,�101�(2011).
5）なお、本件被申立国選任仲裁人であるBrigitte�Sternは、Impregilo�S.p.A.�v.�Argentine�Republic,�ICSID�Case�No.�
ARB/07/17�,�Award,�21�June�2011の反対意見において、MFN条項に基づく紛争解決条項の均霑については、完全に
その可能性を排除するものではないが、英国モデルBITのように、MFN条項が明示的にその均霑を規定した場合にの
み、均霑を認めるという立場を表明している(Concurring�and�Dissenting�Opinion�of�Professor�Brigitte�Stern,�21�
June�2011,�paras.�17-18)。
6）Dolzer�&�Schreuer,�supra�note.�1,�273.�二杉・前掲注2）59頁。Hochtief事件管轄決定は、「既存の権利の行使条件
の改善」と「基本条約にない権利の新設」という分類に従って、均霑の肯否を決するべきであるという理論的な整理
を試みる。Hochtief�AG�v.�The�Argentine�Republic,� ICSID�Case�No.�ARB/07/31,�Decision�on�Jurisdiction,�24�
October�2011.�同決定については、石戸（前掲注2）を参照。
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けられない結論を採用する仲裁判断例も複数存在す
る8）。本論点に関する判断傾向は完全に収斂してい
るとは言い難い9）。

2. 本仲裁判断の判断枠組みと結論に至る論理
本件の基本協定であるOIC投資協定のMFN条

項は、その適用範囲について、“all�matters”に及
ぶ旨の文言や紛争解決条項にも均霑が及ぶことを
積極的に確認する旨の文言を含んでいない（OIC
投資協定8条1項）。ただし、同MFN条項は、その
適用範囲からcarve-outする事項を具体的に列挙
し、当該carve-outに紛争解決条項は含まれてい
ない（OIC投資協定8条2項）。

本仲裁廷は、まず全員一致で、上記論点①につ
いて、基本協定であるOIC投資協定のMFN条項の
均霑の効果は、紛争解決条項にも及び得ると判断
した。その上で、本仲裁廷の多数意見は、上記論
点②について、OIC投資協定のMFN条項の適用に
より、日・イラク投資協定の紛争解決条項の定め
るICSID仲裁への同意を均霑できるかという問題に
ついて、Maffezini事件の管轄決定を引用し、“public�
policy�consideration”による内在的制約原理の下で、
上記均霑が、MFN条項の行き過ぎた適用に該当す
るか否かという判断枠組みを採用し、当該ICSID仲
裁同意の均霑は行き過ぎた適用に該当するとして、
均霑を否定した。本仲裁廷の多数意見は、上記論
点②の判断枠組みの補完的な理由付けとして、仲

裁手続への同意には当事者による明確な意思が表
示されなければならないという考え方の下、「文言
に着目した検討」（textual�consideration）を行う10）。

OIC投資協定のMFN条項に基づく、日・イラク
投資協定のICSID仲裁同意の均霑が、“public�policy�
consideration”の内在的制約を受けるか否かの検討
にあたり、本仲裁廷は次の2つの事情を重視して結
論に至っているように読める。第一に、OIC投資
協定の紛争解決条項の「ビスポーク」的性質である。
これは、ICSID仲裁とは異なる仕組みを持つ国際
仲裁手続を紛争解決手段として想定する当事国の
明確な意思の表れであると解釈し、MFN条項適用
によるルール変更を制限すべき方向の事情として
認定するものである。第二に、（均霑を狙う）第三
国投資協定により保護される外国投資家との均衡
である。これは、第三国投資協定（日・イラク投
資協定）が、MFN条項の紛争解決条項への適用を
排除していることを根拠に、OIC投資協定のMFN
条項を経由して日・イラク投資協定への均霑を認
めることは、本件申立人を日本の投資家よりも（少
なくとも理論的には）有利に扱うことになり、当
該均霑がtreaty�shoppingの性格を帯びることを基礎
付ける事情として認定するものである11）。

OIC投資協定は、イスラム協力機構加盟国間（の
一部）で締結された多国間条約であり、紛争解決条
項の柱書で「本協定下で生じた紛争解決のための裁
判体（Organ）が成立するまでは……」（OIC投資協

7）Dolzer�&�Schreuer,�supra� note.�1,�273;�Yas�Banifatemi,�“The�Emerging�Jurisprudence�on�the�Most-Favoured-
Nation�Treatment� in�Investment�Arbitration,”� in�Andrea�Björklund�et�al.� (eds).,�Investment�Treaty�Law:�Current�
Issues�241,�269�(2009).
8）MFN条項の適用によって管轄範囲の拡張を肯定した事例として、RosInvestCo�UK�Ltd.�v.�The�Russian�
Federation ,�SCC�Case�No.�V079/2005,�October�2007;�UP�(formerly�Le�Chèque�Déjeuner)�and�C.D�Holding�
Internationale�v.�Hungary,�ICSID�Case�No.�ARB/13/35,�Decision�on�Preliminary�Issues�of�Jurisdiction,�3�March�
2016.
9）濱本正太郎「常設投資裁判所構想について（その6）」JCAジャーナル65巻1号47頁（2017）、西元宏治「最恵国待
遇ー投資協定仲裁による解釈とその展開」小寺彰（編著）『国際投資協定ー仲裁による法的保護』75頁（三省堂、
2010）。
10）もっとも、単に文言どおりの解釈を重視するのであれば、carve-outの範囲（OIC投資協定8条2項）に含まれてい
ない紛争解決条項（のうちの仲裁規則）について、MFN条項の適用を認める方向に傾くのではないかとも思われ、
“textual�consideration”という表現にはミスリーディングな感がある。
11）この点に関しては、本件申立人が、MFN条項の適用の結果、結果的にイラクに対外投資を行う日本の投資家よ
りも有利な状況に置かれる可能性が生じるのがなぜ受け入れ難いことなのか、議論の余地がある。この点について、
本仲裁廷は具体的な説明をしていない[paras.�205-207]。
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定17条）と国際仲裁手続を暫定的な紛争解決手段と
して定めているようにも読める点、当事国内での仲
裁判断の執行に関する具体的な規定を置いている点
等に鑑みると、当事国がICSID仲裁とは異なる次元
の紛争解決システムを明確に想定している意思が読
み取れるという指摘自体には一定の説得力がある。
しかし、本仲裁判断は、これらの事情を考慮すると、
なぜ本件MFN条項の適用が、行き過ぎた適用に該
当する（＝“public�policy�consideration”による内在的
制約を受ける）という結論に至るのかという点につ
いては、均衡という言葉以上の説明がなく［para.�
220］、内実として「裸の利益衡量」的な論理による
判断であることは否定できない。そこで、近時の類
似ケースとの比較を通して、別の角度から本仲裁判
断の評価を試みたい。

3. 近時の類似ケースとの比較
紛争解決条項のうち、仲裁手続規則又はフォーラ

ムに関して、MFN条項の均霑を肯定した事例とし
ては、Garanti�Koza事件12）、Krederi事件13）及び
Venezuela�US事件14）が挙げられる。いずれの事例で
も、基本協定のMFN条項は、英国モデルBIT15）をベー
スとする、「第1条から第11条まで」というように条
数を特定して適用範囲を確認する条項を置いてい
る。第三国投資協定の紛争解決条項のうち、仲裁手
続規則及びフォーラムについてまで、均霑を認める
ことができるかという点が主な争点となり、いずれ
の事例でも結論として均霑が肯定された。

仲裁廷が提示した判断枠組みを検討すると、
Maffezini事件が示した内在的制約原理による判
断枠組みを明示的に採用した上で均霑を否定した
本件と、そのような内在的制約の原理を採用せず

に均霑を肯定した上記3件の肯定例は、MFN条項
の均霑範囲について異なるアプローチを採るもの
であるように思われる。また、本仲裁廷は、均霑
先の第三国投資協定のMFN条項が紛争解決条項
への適用を排除していることを均霑否定の理由と
して挙げるが、この点は、上記3件の肯定例も同
様であり、本仲裁判断をこれら肯定例と整合的に
区別する根拠にはならない。

次に基本協定における紛争解決条項の規定ぶり
に着目してみたい。上記3件の肯定例は、基本協
定において、当事者が依拠すべき仲裁手続規則が
既に具体的に規定されていたのに対して（Garanti�
Koza事件及びKrederi事件では、UNCITRAL仲
裁規則。Venezuela�US事件では、ICSID追加手
続規則。）、均霑を否定した本件は、国際仲裁手続
に関して、依拠すべき既存の仲裁手続規則が規定
されておらず、当事者の別途の合意又は仲裁廷の
判断によって決定することが前提とされていた。
この点に着目して、前述Hochtief事件管轄決定の

「①既存の権利の行使条件の改善」と「②基本条
約にない権利の新設」という類型の下で本仲裁判
断と上記3件の肯定例を整合的に理解する余地が
あるようにも思える（すなわち、上記3件の肯定
例を①、本仲裁判断を②の類型に分類する。）。し
かし、本件の基本協定であるOIC投資協定は、仲
裁手続開始の手続等を明確に定めており、MFN
条項の適用がなくとも、投資家が国際仲裁手続に
よる紛争解決を図ること自体は可能であった。そ
のため、MFN条項の適用により、ICSID仲裁の
利用が可能となることは、既存の権利の条件の改
善と評価する方が自然であろう。ただし、①と②
の類型の境界は必ずしも明確ではない16）。（究極

12）Garanti�Koza�LLP�v.�Turkmenistan,�ICSID�Case�No.�ARB/11/20,�Decision�on�the�Objection�to�Jurisdiction�for�
Lack�of�Consent,�3�July�2013.
13）Krederi�Ltd.�v.�Ukraine,�ICSID�Case�No.�ARB/14/17,�Award,�2�July�2018.
14）Venezuela�US,�S.R.L.�(Barbados)��v.�Bolivarian�Republic�of�Venezuela,�PCA�Case�No.�2013-34,�Interim�Award�
on�Jurisdiction�on�the�Respondent�Objection�to�Jurisdiction�Ratione�Voluntatis,�26�July�2016.
15）https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2847/download
16）二杉・前掲注2）59頁。例えば、基本協定の紛争解決条項がICSID仲裁合意を規定しているが、投資家がICSID
条約上の「投資」「投資家」等の管轄要件を充足しないときに、当該投資家が基本協定のMFN条項に基づき、第三国
投資協定の紛争解決条項が定めるUNCITRAL仲裁合意の均霑を主張することが、上記①と②のいずれの類型に属す
るかという問題が考えられる。
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的には、当事者の合理的意思解釈の問題について、
抽象的な判断基準が独り歩きする危険に留意しつ
つも）今後の判断例の集積によってその点が明確
になることを期待したい17）。

少なくとも現時点では、判旨の論理に着目する
限り、本仲裁判断は上記3件の肯定例とは異なる
アプローチを採用する判断例として位置付けてお
くべきであろう。

17）二杉・前掲注2）58頁。
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Ⅰ．はじめに

今回のテーマは、以前も本シリーズで取り上げ
たイギリスにおける紛争解決に関してであるが、
その中でも海事紛争に焦点をあてて最近のトレン
ドを見て行く。本稿では、主に裁判および仲裁手
続による紛争解決の一端をご紹介するが、裁判手
続については前回論考と同様、裁判所制度が統一
されているイングランドおよびウェールズを検討
対象とする1）。

Ⅱ．近時の海事紛争における統計

（1）裁判と仲裁
海事紛争は、一般的に、裁判よりも仲裁手続に

よって解決されることの方が多い。裁判所による
紛争解決に委ねる場合、海事紛争の係属先として
は、紛争類型に応じてCommercial Courtまたは
Admiralty Courtの2種類があるが、海事紛争以外の
商事案件を含めた両者の新規受付数の合計は年間
1,000件ほどである（2015年および2016年の統計）2）。

一方、アドホック仲裁を支援するLMAA（London 
Maritime Arbitrators Association）における新規
受付数（References）は、ここ5年間は1,500～2,000
件程度で推移している3）。仲裁手続がより多くの
場合に紛争解決手段として選択されているのは、
①傭船契約等の海事契約を締結する際に利用され
る業界フォームにおいて、紛争解決条項として仲
裁手続を利用する旨の規定が数多く採用されてい
ること4）、②執行手続の容易性（海事紛争では当
事者が二国間以上に所在するケースが多いとこ
ろ、仲裁判断はNew York Convention5）により多
くの国で執行可能であること）、③秘密性（海事
紛争では継続的取引を行う当事者同士が争うこと
が多く、非公開の場での解決を望む傾向があると
ころ、仲裁手続は非公開が原則とされているこ
と）、④専門性（海事紛争はその解決にあたり、
専門家の知見が必要とされるケースが多いとこ
ろ、仲裁手続では当事者自らが仲裁人を選任でき
ること）といった理由が挙げられる。

海外紛争解決トレンド（12）
イギリスにおける海事紛争

早川晃司 Kohji Hayakawa

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士  海事補佐人  海事代理士

1）前回のイギリスに関する本連載の論考は、矢野雅裕「イギリスにおける紛争解決」JCAジャーナル67巻11号（2020
年）46頁。
2）Commercial Court Users' Group, Meeting Report, 13 March 2018. https://www.judiciary.uk/wp-content/
uploads/2018/04/commercial-court-users-group-report.pdf (2020年11月17日最終検索。以下同様)
3）LMAA, Statistics of Appointments & Awards. https://lmaa.london/wp-content/uploads/2020/08/Statistics-2019-
For-Website.pdf
4）一例として、NYPE (New York Produce Exchange) 2015 Time Charter s. 54 (Law and Arbitration).
5）Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (New York, 1958).
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（2）仲裁地としてのロンドン
次に、海事仲裁は世界のどの都市で解決されるこ

とが多いのだろうか。判明している統計の範囲内で
海事仲裁の案件数を比較すると、ロンドンにおける
海事仲裁の案件数は年間1,730件であり、シンガポー
ル（229件）、香港（124件）、パリ（43件）を大きく
引き離している（いずれも2019年の統計）6）。

参照した統計においては、アメリカや中国等の統
計が明らかになっていないため、全世界における正
確な比較ができているわけではないが、少なくとも
ロンドンが海事紛争の解決における中心的地位を
担っていることはわかる。ロンドンが仲裁地として
選ばれるのは、①海事契約において、伝統的に英国
法が準拠法となるケースが多いこと、②弁護士（ソ
リシターおよびバリシター）や仲裁人、海事関係者
等の専門家がロンドンに揃っていること、③法的信
頼性の高さ（これまでに海事案件を解決してきた実
績および先例の多さ、後述する裁判所による仲裁手
続の尊重）、などの要因が挙げられる。

（3）LMAAにおける仲裁手続の特徴
それでは、海事仲裁の解決にあたって重要な役

割を果たしているLMAAの統計を見てみよう7）。
前述したロンドンにおける海事仲裁の案件数は、
LMAA、LCIA（London Court of International 
Arbitration）、ICC（International Chamber of 
Commerce）で構成されているところ、LMAAは
そのうちの1,688件（全体の97%超）を占めている。

まず、仲裁人が指名されるケースは年間2,500
～3,000件ほどあるのに対し、実際に仲裁手続が
開始するケースは1,500～2,000件ほどで、仲裁判
断まで至るケースは500～600件ほどしかない。
これは、仲裁手続の開始前または手続中に和解に
至るケースが多いことを示しており、海事紛争の
特徴の1つの表れといえる。

次に、ヒアリングなしで仲裁判断まで至るケー

スが、仲裁判断まで至る全ケースのうちの8割以
上を占める点を指摘したい。これは、当事者の合
意によりヒアリングを不要とすることが可能であ
るためだが（The LMAA Terms 2017（以下、規則）
14条（b））、同時に、仲裁手続の一般的特徴であ
る迅速性および効率性を裏付けるものともいえる
だろう。なお、最近では、COVID-19の影響を踏
まえ、ヒアリングを実施する場合でも、Zoom等
を用いたVideo Conferenceによるヒアリングが積
極的に採用されている。

また、前述のとおり、仲裁手続においては、判
断を下す仲裁人を当事者自ら選ぶことができる
が、その一方で、LMAAのPresidentが仲裁人を指
名しているケースが年間100～200件ほど存在する
ことにも注目したい。これは、当事者間で合意に
至らなければ、Presidentが仲裁人を指名すること
ができるとする規定によるものである（規則 11
条）。海事仲裁は、専門性が高い一方で仲裁人の
成り手も限られることから、業界において著名な
仲裁人に指名が集中する傾向があるところ、
Presidentによる指名の場合は、当事者による選任
の場合と比して、LMAAが作成する仲裁人の候補
者名簿の中から満遍なく選ばれる傾向がある。

LMAAが作成した仲裁人名簿に掲載されてい
る者は、法律家が比較的多いが、歴史的経緯や事
件の専門性の高さから、P&Iクラブ（船主責任相
互保険組合）出身の者やブローカー、エンジニア
等の経験を有する者も多い。また、かつて海事仲
裁人はそのほとんどが男性であったことから、 
“Old Boys’ Club”などと揶揄されることもあった
が8）、近年のLMAAは女性仲裁人を増やすための
働きかけを行っている。LMAAのFull Members
になっている女性はまだ全体の10%程度だが、
Aspiring Full Membersは約25%を女性が占めて
いる9）。

6）Holman Fenwick Willan LLP “The Maritime Arbitration Universe in Numbers: London remains ever dominant” 
https://www.hfw.com/downloads/002203-HFW-Maritime-Arbitration-in-Numbers-July-2020.pdf
7）前掲注3)。
8）R J Cortazzo “Development and Trends of the Lex Maritime from International Arbitration Jurisprudence”(2012) 
43 J. Mar. L.& Com. 255.
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Ⅲ．仲裁手続における裁判所の役割

（1）仲裁手続の監督機能
裁判所も、仲裁手続に関連して一定の役割を果

たしている。裁判所の役割の１つとして、仲裁判
断を含む仲裁手続が適切になされているかを監督
する役割がある。仲裁手続について、英国仲裁法
に定める一定の事由があると考えられる場合は、
仲裁手続の当事者は裁判所に不服申立てをするこ
とができる（英国仲裁法〔Arbitration Act 1996〕
67ないし69条）。しかし、近年、英国仲裁法68条
または69条を利用した不服申立て事例において、
実際に申立てが成功した例は、ここ3年あまりの
間の申立件数（274件）のうち、わずか2％ほど（6
件）しかない10）。ここから、裁判所は、法的安定
性の観点から、原則として仲裁判断を尊重する傾
向が見受けられ、一度下された仲裁判断を覆すの
は極めて困難であることがわかる。

（2）法的論点の判断
一方、英国仲裁法45条は、仲裁手続中であっ

ても、当事者に重大な影響を与えうる法的論点に
ついては、当事者間の合意により、仲裁判断前に
その判断を裁判所に委ねることができると規定し
ている。この点に関連して、最近の興味深い海事
紛争の事例を1つご紹介したい。

K Line Pte Ltd v. Priminds Shipping （HK） Co 
Ltd （The “Eternal Bliss”）事件判決［2020］
EWHC 2373 （Comm）11）は、仲裁手続における
両当事者の合意の下で、長年の間、学者や実務家
の間で見解が分かれ、明確な結論が出ていなかっ

た法的論点につき、裁判所にその判断が委ねられ
た事例である。

本船Eternal Blissは、航海傭船契約に基づき、
船主から荷送人である傭船者に傭船されていた。
本船は、ブラジルから中国まで大豆を運搬したが、
目的港に到着した後、港における混雑および貨物
の貯蔵スペースの不足により、31日間の洋上滞
船を余儀なくされた。そのため、航海傭船契約で
定められていたLaytime（傭船者が荷役のために
本船を停泊できる期間）を徒過してしまい、
Demurrage（Laytimeを徒過した場合に傭船者に
対して課される損害賠償金）を船主に支払う義務
が発生した。一方、長期間の滞船により、船上の
大豆が劣化してしまったことから、荷受人は、本
件貨物の運送人である船主に対し、運送契約違反
に基づく損害賠償請求を行った。当該請求は和解
により解決したが、結果として、船主は荷受人に
対して11,000米ドルの和解金を支払うことになっ
た。そこで、船主は、荷受人から受けた損害賠償
の求償を、傭船者に対して行った。

傭船者は、Demurrageは、傭船者が荷役を
Laytimeの範囲内で行えなかったことに関して、
船主が求めることのできる唯一の補償であるか
ら、それを超えた船主の請求は認められないと主
張した（論点①）。また、仮にDemurrageを超え
て損害賠償が認められるとしても、そのためには、
荷役をLaytimeの範囲内で行えなかったこと以外
の傭船契約違反があったことを船主が立証する必
要があると主張した（論点②）。一方、船主は、
DemurrageはLaytime経過後に当初の予定どおり
本船を他者に傭船して収益を上げられなかったこ

9）LMAAにおける各仲裁人名簿は、https://lmaa.london/product/full-membership/で閲覧可能。Full Membersおよ
びAspiring Full Membersは、いずれもLMAAに認定された海事仲裁人だが、 Full Membersは海事業界で15年以上、
Full Membersは10年以上の経験を有する等の資格要件の違いがある。なお、海事契約における仲裁人の資格要件とし
ての“Commercial man”の解釈上の留意点については、山口修司「海事仲裁について」JCAジャーナル67巻8号（2020年）
13頁参照。
10）前掲注2）。この統計は、海事仲裁を含む商事仲裁全般についての統計であるが、仲裁合意違反に係る67条申立て
は含まれていない。
11）英国高等法院（商事裁判所）（第1審裁判所）2020年9月7日判決。https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/
Comm/2020/2373.html 本件の評釈として、Nick Austin and Mike Adamson (Reed Smith LLP) “Bliss for the owners 
as the English High Court confirms entitlement to damages in addition to demurrage” https://www.reedsmith.com/en/
perspectives/2020/10/bliss-for-the-owners
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とに対する船主の損害を補償するために定められ
た損害賠償の予定であり、今回のカーゴクレーム
はDemurrageで補償されることが予定されていな
かった全く別個の損害であるから、Demurrageに
加えて、損害賠償が認められるべきだと主張した。
また、Demurrage以外の損害賠償が認められるた
めには、傭船者がLaytimeの範囲内に荷役を行わ
なかったことを契約違反として主張すれば足り、
それ以外の傭船契約違反を主張する必要はないと
主張した。

Andrew Baker判事は、①Demurrageは、あく
までLaytime経過後の本船の不稼働損害に対する
損害賠償の予定にすぎず、その他の種類の損害ま
で カ バ ー し て い る も の で は な い こ と、 ②
Demurrageを超えた損害賠償請求を行うにあた
り、Laytimeの範囲内で荷役を行わなかったこと
以外の契約違反があったことを立証する必要はな
いと判示して、船主の主張を全面的に認めた。特
に、見解の分かれていた論点②に関しては、これ
までの裁判例の詳細な分析を行ったうえで、先例
となるAktieselskabet Reidar v Arcos事件判決12）

の多数意見は、Demurrageを超えた損害賠償を求
めるために、異なる契約違反があったことの立証
を求めるものではないこと、また、傭船者が依拠
していたThe Bonde事件判決13） は、Reidar v 
Acros事件判決の多数意見を誤って解釈したもの
であるから、これに従うべきではないと判示した。

この判決は、生鮮食品等の時間の経過により劣
化する可能性の高い貨物を運送する船主にとっ
て、傭船者に対するカーゴクレーム等の求償を容
易にする内容となっており、海上運送の実務に与
える影響は大きいと考えられる。現在、同事件は
控訴院（Court of Appeal）14）に係属中であり、

その判断が待たれるところである。

Ⅳ．Brexitによる影響
　　―国際私法の観点から

（1）概観
最後に、海事紛争に限定されない時事トピック

として、Brexitと国際私法の関係について、簡単
に触れておきたい。

英国は、2016年6月に行われた国民投票の結果
を受けて、紆余曲折の末、2020年1月31日にEU
を離脱したが、2020年12月31日まではいわゆる
移行期間として、対EUとの関係ではEU離脱前と
同様の法制度が適用されていた。それでは、移行
期間後の2021年1月以降、国際私法の適用関係は
どうなるのだろうか。

まず、準拠法については、EUの契約に関する
国際私法の適用関係を定めたRome I15）および契
約以外に関する国際私法の適用関係を定めた
Rome II16）の内容が、国内法として施行される形
で引き続き適用される。また、Rome I および
Rome IIは相互主義をとっていないため、例えば
EU各国の裁判所で英国の個人または企業を当事
者とする案件につき、準拠法の判断がなされる場
合も、Rome I またはRome IIが適用される。

一方で、EUの民・商事紛争の裁判管轄および判
決の承認執行について定めたRecast Brussels 
Regulation17）の適用は2020年12月31日までとなり、
その後は不透明な状況にある。これは、Recast 
Regulationが相互主義をその適用にあたっての前提
としているためである。この状況を解決する手段
としては、Recast Regulationと内容の近いLugano 
Convention18）に英国単独で再加盟するという案が

12）[1927] KB 352.
13）[1991] 1 Lloyd’s Rep 136.
14）高等法院判決の上級裁判所。
15）Regulation (EC) No 593/2008 of the European Parliament and of the Council of 17 June 2008 on the law 
applicable to contractual obligations (Rome I).
16）Regulation (EC) No 864/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on the law 
applicable to non-contractual obligations (Rome II).
17）Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters.
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有力だが、再加盟にはEUを含む各条約加盟国の
同意が必要であるところ、2020年11月時点（本稿
脱稿時）においてEUはその立場を明らかにして
いない。また、移行期間後はHague Convention19）

に依拠するという考えもあるが、同条約は、加盟
国内で同条約が施行された後に合意された専属的
合意管轄につき適用される（16条）。そのため、
EU各国の裁判所でHague Conventionの適用を受
けるためには、既存の契約について、2021年1月
以降に改めて契約を締結し直す必要が出てくる可
能性がある。

（2）留意点
前述したBrexitによる国際私法の適用問題は、

主に英国とEUとの関係で顕在化するものであるた
め、仮に日本に所在する日本企業が英国所在の英
国企業との間で契約を締結し、いずれかの国内の
みで事業が完結するといったケースでは、比較的
影響は少ない。しかし、特に海事契約においては、

船主、傭船者、荷主、保険会社、銀行等、関係当
事者が複数存在し、関連する契約も多岐にわたる
ケースが多い。その結果、紛争発生時に国際私法
上の論点を考慮しなければならない場面が生じる
ことがあるため、一定の注意が必要であると考え
られる20）。

英国における2021年1月以降の国際私法の適用
関係については、今後の動向を注視する必要があ
る。各種契約における紛争解決条項は、個々の案
件の特性に応じて判断する必要があるが、前述し
た裁判管轄や執行手続の不透明さを考慮すると、
少なくとも英国の動向が確定するまでの期間は、
仲裁手続を選択する方が無難であるといえる。

Ⅴ．おわりに

以上、イギリスにおける海事紛争を中心に、最
近のトレンドを概観した。本稿が読者の理解の一
助となれば幸いである。

18）Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007).
19）The Hague Convention on Choice of Court Agreements (2005).
20）ここでは紙幅の関係で省略するが、海事紛争における代表的な論点としては、傭船契約に規定された紛争解決条
項について、船荷証券による摂取（incorporation）が認められるか等が挙げられる。
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Ⅰ．本稿の目的

筆者（日本企業の企業内弁護士）は、所属企業
の法務部員として国際仲裁に関与する機会があ
り、その際、様々な実務上の問題に直面した。本
稿では、かような経験のうち、あえて他では語ら
れないであろう点を述べる。

本稿で述べる点には、筆者の所属企業固有の事
情に基づく部分が多々あり、普遍化はできないと
考える。また、筆者の所属企業の対応が模範であ
るという趣旨ではなく、むしろ反省すべきところ
も多くあるように思われる。特に、筆者は、元々、
国際仲裁について何らの素養を持っておらず、所
属企業に入社してから必要に迫られて国際仲裁の
知識を学んでいったにすぎず、そもそもの理解が
足りていない可能性がある（なお、筆者は、当該
案件の補助を行ったにすぎず、他に主担当者が対
応を行っていたことはお断りしておく）。

そのため、読者によっては、本稿の内容は的外
れなものに映るかもしれない。しかし、国際仲裁
の初心者が恥を忍んで実体験を語ることで、仲裁
の当事者たる企業の実務担当者が現場ではどのよ
うなことに悩んでいるのかを理解してもらう一助
となれば（少なくとも、少しでもそのような観点
について関心を持ってもらえるのであれば）、本
稿の目的は達せられたといえよう。たとえば、筆
者と同じように意図せず国際仲裁に関わることに
なった企業の担当者や、外部カウンセルが依頼者

にアドバイスする際の参考となれば幸いである。

Ⅱ．社内説明の難しさ

企業内において仲裁について社内説明をどう行
うか、特に意思決定機関（決裁権者）への説明を
どう行うかは重要のように思われる。仲裁経験の
蓄積した会社でない限り、社内に仲裁について理
解している人間はいないと推測されるが、仲裁を
申し立てるか否かは決裁権者に意思決定をしても
らう必要がある（筆者の経験した案件が申立人側
だったので、本稿ではその前提で話を進める）。

特に、筆者の経験した案件は、争われる金額が
高額であり、役員陣の注目が高いものであった。
筆者が入社した時点では既に仲裁手続は始まって
いたが、そもそも仲裁を行うという意思決定を行
うまでにハードルがあったと聞いている。また、
仲裁が始まってからも、進捗状況や今後の展開に
ついて随時、社内に報告する機会が多かった。

以下、社内説明を行う際に注意すべきと思われ
るポイントを挙げる。

1. 事案の見込み
当該事案の勝敗がどうなるかは結果が出るまで

分からないということは、理屈の上では決裁権者
も理解していたように思われる。そうはいいつつ
も、現実には、仲裁を申し立てるか否かなどの判
断において、当該案件の勝敗見込みがどの程度な

企業内における国際仲裁の実体験
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のかが気になるのは、意思決定者としては仕方の
ないことなのかもしれない。

社内資料において、最善のケースと最悪のケー
スの結果がどうなるかを示したり、各論点ごとの
金額インパクトを示すなどの工夫が求められたと
ころである。また、日々の業務において、口頭で、
どれくらい勝てそうなのかということを問われる
ことが多かった。尋ねる方は気軽に尋ねていたの
かもしれないが、このあたりは、企業内弁護士に
おけるクライアント・コントロール（期待値コン
トロール）の側面があり、慎重に表現を検討する
必要があることは痛感した。

また、国際仲裁が（基本的に）一審制であるか
らといって、取消手続の存在を軽視してはならな
いと感じた。取消手続により、実質的な判断が再
度されて仲裁判断が覆るおそれは原則ないとして
も、実際に取消手続が行われれば、それだけ時間
も費用もかかることになる。日本の訴訟が三審制
であることとの対比で国際仲裁が一審制であるこ
とを強調しすぎると、仲裁判断が出されさえすれ
ば、直ちに金員が振り込まれるなどの誤解を聞き
手である決裁権者に与えかねないように思われる。

これは、執行手続についても同様である。仲裁
判断が出されたとしても、相手方が任意に仲裁判
断を履行しない場合には執行手続を経る必要があ
る。そもそも法的に執行手続が可能なのかという
点に問題がないとしても、具体的にどう執行手続
を行うかの段においては、執行対象物をどうする
か等について検討を要するケースも多いだろう。

決裁権者に説明する際には、紛争解決手続の全
体像を示し、そのうちのどこまでの手続の決裁を
とるものなのかを示すという工夫が必要のように
思われる。たとえば、仲裁判断が出されれば終わ
りなのではなく、取消手続、執行手続の対応が必
要となれば、仲裁の対応とは別に外部カウンセル
費用（往々にして高額である）が発生するので、
そのことは事前に頭出しをしておくなどが考えら
れる。また、ビジネスの立場からは、実際にいつ
入金されるかが重要であり、企業内の法務部員と
しては、そのようなビジネス側の関心事項に注意
する必要があることを感じた。

2. 今後のビジネスへの影響
法的手続をとることにより相手方の心証を害し

ないか、今後のビジネスに与える影響を気にする
者もいた。これが日本的文化によるものなのか、
仲裁の経験に乏しいからなのかは分からないが、
法的手続をとらずに任意の交渉で解決したいとい
う意向を持つ日本企業は他にもあるように推測さ
れ、ひとつのポイントと思われる。

なお、この観点から、調停手続の活用が図れな
いかという考えはあると思われる（筆者は、国際
的な調停手続やADR手続の経験はないので、こ
の点を実際に評価することはできない）。

3. 類似案件の有無
類似案件が存在するか、その結果がどうなって

いるかは意思決定を行う上で有用のようである。
筆者の所属企業においては、先行する類似案件が
あったことが仲裁を行うという判断をする上で大
きな意義を有したとみている。

脱線するが、類似案件が多く出ればよいという
ことでもないようである。仲裁手続を申し立てる
時点では、自社に有利な判断が多かったとしても、
長期に及ぶ手続期間において、類似案件の判断、
特に自社に不利な判断がなされると、その類似案
件へのコメントをする必要が生じ、ひいては、相
手方の手続引き延ばしの手段としても用いられか
ねないからである。

Ⅲ．収益・損益計上の問題

国際仲裁の認知度が一般に低いことは、会計上の
整理にも影響を与える。筆者の所属企業の監査法人
も、国際仲裁に関する知見は持ち合わせておらず、
どの時点で損失・収益を計上するのか、仲裁判断が
出された時点で計上できるのかが問われた。

結論として、監査法人がどのように整理したの
か筆者は知らないのであるが、国際仲裁手続の概
要に関する意見書を外部カウンセルに作成しても
らい、監査法人に提出するという対応をとった。

45-47_企業内における国際仲裁の実体験_稲垣先生.indd   4645-47_企業内における国際仲裁の実体験_稲垣先生.indd   46 2020/12/24   16:312020/12/24   16:31



企業内における国際仲裁の実体験

　68巻1号［2021.1］　　47

Ⅳ．まとめに代えて
　　――日頃の備えの必要性

筆者自らのことを棚に上げれば、日々の契約交
渉業務の中で交渉先が紛争解決条項について正確
に理解しているのか疑問に思うこともある。筆者
の場合、偶然、実際の仲裁に（わずかながら）関
わったが、そうでない場合も、契約交渉業務にお
いて国際仲裁や国際紛争解決手続についての知識

を持っていることは無駄にはならないと考える。
たとえば、本誌のような専門誌を購読したり、

法律事務所や仲裁機関、紛争解決機関、その他の
各種団体が主催するセミナーなどに参加し、国際
仲裁の知見を得ておくことは有用だろう。

また、国際仲裁に対応可能なカウンセルとコン
タクトをとれる状態にあることも重要と考える。
特に、被申立人側の場合、すぐに相談できるカウ
ンセルがいた方が心強いだろう。
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1. OGH,Besch.v.19.12.2018, IPRax 2020,240
【要旨】

仲裁判断について形式的瑕疵が主張されても、
仲裁判断の存在や真正性を疑わせる理由がない場
合、ニューヨーク条約4条の違反は認められない。
当事者による主契約準拠法の指定は原則として仲
裁合意にも及び、契約中の仲裁合意と管轄合意の
関係は仲裁合意の準拠法によって判断される。

【事件概要】
ドイツ人会計士X（原告）は、キプロス法人Y（被

告）との間で、YがXに支払うべき配当金額を取
り決めると同時に、XがYに金銭を貸し付け、X
の配当金債権と貸金契約に基づくYの債権とを相
殺する旨を合意した。この契約中には、ストック
ホルムを仲裁地とする仲裁条項、キプロス法を準
拠法とする条項のほか、「本契約から、又は本契
約との関係において生じうるあらゆる訴訟又は手
続は、キプロスのニコシアに所在する所轄裁判所
で提起されるべきものとする」旨の管轄合意の定
めがおかれていた。

Xは、契約に基づく配当金の支払いを求めて、
ストックホルムでYに対する仲裁手続を申し立て
た。仲裁廷は請求を認容する仲裁判断を下したた
め、Xは、オーストリア裁判所において、当該仲
裁判断の執行宣言を求めている。一審判決はXの
請求を認容したが、Yは、本件仲裁判断には、仲
裁人ではなく仲裁機関事務局長の署名がされてい
るにすぎず、これはニューヨーク条約4条1項の要
件を充足しないこと等を主張して控訴した。二審
判決は、仲裁裁判所に近い中立的立場の者による

認証は仲裁規則上認められていれば有効であるが、
Xは仲裁規則の提出を怠っていたとして請求を棄
却したため、Xがオーストリア最高裁判所に上告。

【決定要旨】
原決定取消し、差戻し。
ニューヨーク条約4条は、真正でない仲裁判断

による拘束からの債務者保護を目的とするが、Y
は、本件仲裁判断の形式的瑕疵を争うにすぎず、
その存在や仲裁人による署名の真正性を争うわけ
ではない。Yが主張する瑕疵は執行宣言の判断に
つき重要性をもたず、仲裁判断の存在や真正性を
疑わせる事情がない以上、条約4条に対する違反
は認められない。

Yは、ニコシア裁判所が中間判決で管轄権を認
めており、仲裁廷がその拘束力を無視したことは
ブリュッセルⅠ規則36条に違反するほか、執行
裁判所もこの管轄判断に拘束されるという。しか
し、同規則1条2項d号により規則の適用範囲から
除外される「仲裁」には、仲裁廷の管轄判断や仲
裁判断執行宣言手続も含まれるから、この主張は
認められない。

Yは、仲裁廷がYの反対債権について審査せず、
これに関して証人尋問も許さなかったことは、防
御権の侵害（条約5条1項d号）及び手続的公序違
反（同2項b号）にあたるという。しかし、Yは仲
裁手続で反対債権の主張を禁じられたわけではな
く、仲裁廷がそれを審査しなかったという事実も
認められない。

さらにYは、本件契約中の仲裁合意は、同一契
約中の裁判管轄合意と矛盾しており、仲裁合意の

国際商事仲裁ADR判例紹介（10）
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準拠法であるキプロス法上無効であるという。仲
裁廷がコンペテンツ＝コンペテンツに基づいて仲
裁合意の有効性を認めた場合でも、裁判所はそれ
に拘束されず、仲裁合意の有効性を独自に判断す
べきであり、仲裁裁判所の判断は証拠的価値を有
するにすぎない。

条約5条1項a号は、仲裁合意の準拠法が指定さ
れていない場合は仲裁地法によるとするが、仲裁
合意の準拠法については黙示的合意も認められ
る。主契約準拠法として合意された法が仲裁合意
にも適用されるかについては争いがあるが、本件
契約中の法選択条項の文言は、契約の一部である
仲裁条項にも妥当するものと解されるから、本件
仲裁合意の成立及び効果はキプロス法で判断され
る。準拠外国法は裁判所の職権で調査されなけれ
ばならず（オーストリア国際私法4条1項）、裁判
所は当事者に協力を求めることもできるが、キプ
ロス法については両当事者から矛盾した内容の意
見書が出されており、事実審裁判所でさらなる審
理が必要となる。よって原判決を取り消し、事件
を第一審裁判所に差し戻す。

2. BGH, Besch.v.7.6.2018, SchiedsVZ 2018, 318
【要旨】

仲裁廷が当事者の主張の核心的部分を取り上げ
て検討しなかった場合、下された仲裁判断は当事
者の法的審問請求権の侵害に基づいて取り消さ
れ、執行宣言申立ては却下される。

【事件概要】
出版会社を営むY（被告）は、X（原告）のソ

フトウェアを一定期間利用し、2012年9月末にそ
れをシステム上から削除することをXと合意した。
Yは同年8月にソフトウェアを削除したが、その際、
サーバー上に一部のモジュールが残されたため、
Xは、同年10月以後のソフトウエアの利用につき、
ライセンス料ならびに損害賠償の支払い等を求め
て、契約中の仲裁条項に基づき仲裁を開始した。
仲裁廷はXの請求を認容し、さらに上級ラント裁

判所（OLG）はその執行宣言を認めたため、Yは、
仲裁廷及びOLGの手続において審問請求権の侵害
があったと主張して法律抗告を行った。

【決定要旨】
原決定を取り消し、仲裁判断を取り消したうえ

で執行宣言申立てを却下。
法的審問の要請に基づき、裁判所は、当事者の

主張の核心部分を把握し、それが訴訟の中心的問
題に関わるときは、理由中においてそれに答える
義務を負う。裁判所の判決から、それが当事者の
主張の趣旨ではなく、表面的な字面の把握だけに
基づくとしか判断できないときには、この義務の
違反があったことを前提としなければならない。

YはOLGにおいて、モジュールが削除されな
かったのはXの過失ないし義務違反に基づくもの
であり、従ってXの支払請求権は失われるか大幅
に減額されるべきである旨を仲裁廷で陳述した
が、これを無視されたと主張した。しかしOLGは、
この主張の核心部分を審査しておらず、これはY
の審問請求権を侵害するものである。

OLGは、Xの過失ないし義務違反を理由とする
Yの主張は実体判断に関わるから、再審査するこ
とはできないという。しかしYは、自らの主張が
仲裁廷で取り上げられなかったことを問題とする
にすぎず、仲裁廷の実体判断の過誤を主張するも
のではない。仲裁手続の弁論記録からは、仲裁廷
がYの主張内容を十分に把握し、それを検討した
ことは窺われない。もしOLGが、このYの主張内
容を真摯に検討していたならば、執行宣言申立て
は却下されるべきであったろう。

本件仲裁判断は、Xの過失ないし義務違反を理
由とするYの主張の実質的部分を検討しなかった
点で、Yの審問請求権を侵害するものであり、ド
イツ民事訴訟法（ZPO）1059条2項2号b1）が規定
する仲裁判断取消事由に該当する。この場合、仲
裁判断の執行宣言は認められないほか（ZPO1060
条2項1号）2）、本件仲裁判断の執行は公序に反す
る結果をもたらすであろう。

1）ZPO1059条2項「仲裁判断は次の場合に取り消すことができる。
1 申立人が次のことを理由づけた場合。……
(2)申立人が、仲裁人の選定若しくは仲裁手続について適切な通知を受けなかったこと、又はその他の理由により攻撃
若しくは防御方法を主張できなかったこと」。
2）ZPO1060条2項「執行宣言の申立ては、1059条2項に掲げる取消事由の1つが存在する場合には、仲裁判断を取り
消して、これを却下しなければならない」。

48-49_国際商事仲裁ADR判例紹介（10）_中野先生.indd   4948-49_国際商事仲裁ADR判例紹介（10）_中野先生.indd   49 2020/12/24   16:322020/12/24   16:32



50　　 　68巻1号［2021.1］

仲裁判断に少数意見を付記することが許される
か否かの問題は、適法説が圧倒的に支持されてい
る英米法圏とは異なり、ドイツ法において学説は
対立するが、この論点に関する判例はない状態が
続いていた。安達栄司「仲裁判断における少数意
見」加藤哲夫先生古稀祝賀論文集・民事手続法の
発展（成文堂、2020年4月）977頁で、私は、ド
イツの最新状況を紹介し、優勢と思われる近時の
学説にならって、日本においても適法説から出発
す る べ き で あ り、 よ っ て 日 本 商 事 仲 裁 協 会

（JCAA）が2019年1月の新しい仲裁規則において
少数意見の公表を禁止する規定を新設したことに
は疑問がある、との結論を示した。ところが、
2020年1月16日フランクフルト高等裁判所（OLG）
が、仲裁地をドイツとするICCの仲裁判断の取消
しの申立てに関して、仲裁当事者の法的審問権の
侵害をみとめて仲裁判断を取り消しただけでな
く、さらに判旨傍論において、仲裁判断における
少数意見の公表はドイツの仲裁手続において許さ
れず、かつ評議の秘密に違反し、さらにそのこと
が手続的公序違反の取消事由（ZPO1059条2項2
号）に当たるとする判断を明記する決定（BeckRS 
2020, 460.以下、「本決定」という）を下したこ
とを知って、私は驚いた。本決定は、この論点に
関するドイツの初めての判例になるとして、注目
されすぐに論評の対象になっている。

Julian Bickmann/Philipp K. Wagner, Das 
Sondervotum (dissenting opinion) im deutschen 
Schiedsverfahrensrecht, GWR 2020, 295は、ベ
ルリンの仲裁専門事務所の弁護士による評釈論文
であるが、本決定のこの判示部分をあらゆる局面
で非難する。第1に、本決定は、仲裁法の立法者
意思にも言及して、少数意見の不許容、並びに評

議の秘密の違反を宣言したことが問題である。確
かに学説上は、仲裁廷に評議の秘密が妥当し、そ
のことから少数意見の禁止が含まれることについ
て一致があるように見える。しかし、仲裁法の中
にはその具体的な法的基盤はない。ドイツ仲裁法
には少数意見の公表を禁止する規定はない。ドイ
ツ裁判官法による少数意見公表の禁止を含む評議
の秘密は、仲裁廷に直接または類推して適用され
ない。仲裁法の立法者ですらこの論点を自覚した
上で旧法時すでに圧倒的に適法であるとみなされ
ていると判断して、それを禁止する規定を置かな
かった。第2に、本決定が少数意見公表の禁止を
ドイツ法の（手続的）公序に含ませることが、間
違いである。少数意見の公表が仲裁判断の執行可
能性に影響を与えると考える学説はない。しかし
本OLGは、少数意見公表の禁止が公序の一部に
含まれ、かつ同時に当事者にはそのことについて
処分権がないと判断した。公序違反は根本的な正
義の観念に反する場合に限り認められるものであ
るが、少数意見の付記はそれにあたらない。本決
定が言うような少数意見の公表が仲裁人の独立性
と公平性を害し得ること、の証明はない。少数意
見公表の禁止を手続的公序に組み込むことは、仲
裁法が全員一致の意見に基づく仲裁判断を要求し
ないことと矛盾する。逆に仲裁人の独立性には少
数意見の表明権も含まれる。第3に、仲裁は一審
限りの手続なので、事案解明に不足する嫌いがあ
る。仲裁判断の公表が進み判例法が発展するため
に、少数意見の付記は有益である。第4に、少数
意見の公表が仲裁判断の執行力を危殆化できるこ
とになるならば、中立的でなく、かつ多数意見に
与しない仲裁人は、少数意見の公表をちらつかせ
て他の仲裁人を不本意な判断へと誘導できてしま

国際商事仲裁ADR文献紹介（10）

安達栄司 Eiji Adachi

立教大学法学部・法務研究科教授
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う。結局、少数意見の禁止を手続的公序に組み入
れるための十分な論拠はなにもない。しかし、著
者らによれば、本決定が出たことによって、実務
においては今まで以上に少数意見が出現しなくな
る。いずれにせよ本OLGは仲裁地としてのドイ
ツを冷遇しており、このことを外国の仲裁実務家
は敏感に感じ取る。

Hans-Patrick Schroeder/Kathrin Asschenfeldt, 
Zur (Un-)Zulässigkeit einer Dissenting Opinion in 
Schiedssprüchen nach deutschem Schiedsver-
fahrensrecht, ZIP 2020, 1847も、本決定に反対の
立場を表明する論文である。著者らはハンブルク
の紛争解決専門事務所の弁護士である。少数意見
公表の禁止及び評議の秘密が仲裁法に明記されて
いないこと、しかし少数意見の許否及び違反の場
合の法効果について学説上対立が激しいと見てい
ること、そして少数意見の公表が評議の秘密に反
しないと考えることは、前文献と同様である。さ
らに著者らによれば、本決定の判断は、具体的事
案における当事者の期待に反するので妥当でな
い。本件は、少数意見公表を例外的に許容する
ICC規則の仲裁であり、当事者はそのことを前提
にしてICC仲裁を選択しているからである。著者
らは、少数意見公表の禁止が公序に含まれるとい
う判断にももちろん反対である。民事訴訟の場合
でさえ少数意見公表禁止は法秩序の基本原則に含
まれない。逆に、少数意見の公表が公序違反を理
由に仲裁判断の取消しを導くならば、多数決で敗
れた仲裁人が仲裁判断の存続力を容易に危うくす
ることができる。敗訴当事者は少数意見の存在を
指摘するだけでその取消しを申し立てることがで
きる。仲裁人の理性と賠償義務を指摘することと
引き換えにして、この危険性・可能性を過小評価
すべきでない。著者らは最後に、本決定がBGHに
よっても取り消されない場合の悪影響を憂う。ド
イツを仲裁地とする仲裁手続の仲裁人は、賠償義
務を恐れてますます少数意見を控えるようにな
る。判例による法状態が安定するまで、仲裁人は
少数意見を付記させることを断念するのが堅実な
作法になる。各仲裁機関は、当事者の処分が及ば
ない公序に触れることを避けるため、その仲裁規
則において少数意見の公表を禁止することが義務
づけられるようになる。こうして少数意見がます
ます出なくなれば、本決定の誤謬が将来国家裁判
所で訂正される機会もなくなり、結果、仲裁地と
してのドイツの立場は国際的競争という点ではま
すます劣後し、仲裁法を改正した立法者の意図に

反することになる。
Anke Sessler/Christian Ruß, Dissenting 

Opinion-Aufhebungsgrund oder blosse Ärgernis?, 
SchiedsVZ 2020, 201も本決定の直後に表された
評釈論文であるが、著者は、本OLGが所在する
フランクフルトの紛争処理専門事務所の弁護士で
ある。著者らもまた、上記2文献と同じ理由から、
少数意見の付記が手続的公序に反し、仲裁判断の
取消しを導くとする本決定の判断には反対であ
る。しかし著者らは、上記2文献とは異なり、少
数意見の公表が評議の秘密に反することについ
て、本決定に同意する。少数意見は、仲裁廷の評
議内部を暴露するものだからである。著者らによ
れば、そのような少数意見は、自分を選任してく
れた「自分の当事者」を利して、自己の忠実性を
示すためというような不適切な動機で公表され
る。敗れた当事者には、取消申立ての突破口を与
えることができる。したがって、少数意見の公表
は本来的に望ましいものではなく、しかも本決定
にしたがうならば、仲裁判断の取消しの危険まで
引き起こし得るのであるから、今後、仲裁機関に
おいては少数意見が公表されないようにするため
の対策が必要である。また、仲裁判断の存続力に
配慮することは、仲裁機関の最も重要な義務とな
る。さらに外国の仲裁判断においても、本来的に
見て非生産的でかつ不愉快な少数意見は、たとえ
仲裁準拠法によれば許容されるとしても、その存
在が仲裁判断の取消しのリスクを高め、また仲裁
人の不公正の温床になることに留意しなければな
らない。したがって、あらゆる仲裁機関は、少数
意見が当事者に伝達されないようひろく配慮しな
ければならない。

本決定とその反響は、仲裁判断における少数意
見の許否という学説の対立がドイツの実務の現実
問題として現れたことを知らせる。評議の秘密の
趣旨が国家裁判所と仲裁廷で異なるのか、少数意
見の公表が国内の手続的公序を構成するのか、な
ど国家の裁判制度との対比の中で仲裁手続を検討
することは、わが国においても不可避の作業にな
るだろう。河崎祐子「仲裁制度の法的位置づけー

「確定判決と同一の効力」の法的意義を手がかり
に」関西法律特許事務所開設55周年記念論文集・
民事特別法の諸問題（第6巻）（第一法規、2020
年6月）968頁は、小山昇教授と小島武司教授と
いう日本の仲裁法理論の2つの源流を遡って、国
家司法と仲裁制度の接合を考察しようとする意欲
的な論文であり、注目される。
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Ⅰ．はじめに

インターネットやデータベースによる法情報の
公開促進に伴い、外国法の調査は飛躍的に容易に
なった。しかしながら、そこで得られるのは英訳
条文や主要国の判例情報程度にとどまり、あらゆ
る国の微妙な法解釈が知れるわけではない。その
ため、外国法の調査は、今なお渉外法律実務にお
ける大きな課題といえよう。

渉外事件においては、手続に要する時間や国境
を跨いでの権利実現の難しさから、民事保全が重
要な役割を果たす。保全命令の申立てにあたり疎
明されるべき被保全権利（民事保全法13条2項）
の存在や内容は実体法によるため、渉外民事保全
訴訟では、時間的制約のなかで、準拠外国法の内
容をどう明らかにするかが問題となる。

Ⅱ．保全訴訟・本案訴訟の同一扱い

わが国の裁判例は、準拠法の適用に関して、一
般に保全訴訟と本案訴訟を区別していない。東京
地裁昭和42年8月9日判決（労民集18巻4号872頁）
は、米国人から米国法人に対する地位保全仮処分
請求につき、雇用契約準拠法として米国法を適用
した。知財高裁平成17年12月27日決定（LEX/

DB28110187）は、不正競争行為の差止仮処分に
つき、準拠中国法の疎明がないとして申立てを却
下した原審判決を変更し、条理上日本法が準拠法
になるという。

保全手続の目的は、本案訴訟で確定すべき請求
権を暫定的に保全することにあり、実体法上の根
拠を欠く本案請求権が保全されたり、ほんらい許
されるべき行為が暫定的にせよ禁じられるといっ
た事態は避けなければならない。この見地からす
ると、保全訴訟においても、本案訴訟で適用され
る準拠外国法によるべきことになり、わが国裁判
所の態度は基本的に正当と考えられる。

しかしながら、そこに問題がないわけではない。
国際私法学上の通説によれば、準拠外国法の内容
は裁判所が職権で調査すべきものとされ、裁判所
は、当該外国の裁判所が行うのと全く同様に外国
法を解釈・適用しなければならない1）。外国法の
内容が不明である場合、最終的には日本法による
ことも否定されないが、それに至るまでに、法規
の欠缺であれば当該国における条理の探求が求め
られるし、真の内容不明であっても、まずは母法
や親近的な法秩序の内容から外国法の内容を推認
すべきものとされる2）。緊急の判断が求められる
保全手続において、このような国際私法的要請に
応えつつ裁判官が外国法の内容につき確信を得る

渉外民事保全訴訟における外国法の適用

中野俊一郎 Shunichiro Nakano

神戸大学大学院法学研究科教授

1）池原季雄・国際私法（総論）（有斐閣、1973年）231頁以下、山田鐐一・国際私法［新版］（有斐閣、2003年）130
頁以下、溜池良夫・国際私法講義［第3版］（有斐閣、2005年）245頁以下など。
2）池原・前掲注1）240頁、山田・前掲注1）134頁、溜池・前掲注1）249頁。
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ことは、至難の業といってよい。
また、渉外事件の場合、本案訴訟が外国で提起

されることも想定しなければならない3）。この場
合にも、本案準拠法との整合性を求めるのであれ
ば、内国保全訴訟において、外国国際私法により
準拠法を判断する作業を強いられることになる
が、これが保全訴訟の緊急性と整合するかどうか
は疑わしいであろう4）。

Ⅲ．法廷地法の適用

そこで、民事保全訴訟の暫定性・緊急性を強調
すれば、準拠外国法に代えて法廷地法によること
も考えられる。家族法・相続法分野では、これを
明記する立法例も少なくない。例えば1996年の
ハーグ子の保護条約15条、2000年のハーグ成年
者保護条約13条1項は、保全的なものも含め、条
約第2章に基づく措置は法廷地法によるという5）。
ドイツ国際私法24条3項は、後見等に関する仮の
規整は発令国法によるとし、スイス国際私法62
条2項は、離婚・別居に関する保全措置はスイス
法による旨の定めをおく。スイス国際私法89条
は、外国に住む被相続人がスイスに遺産を残す場
合に保全管轄を認めるが、その場合は専らスイス
法によると解されている6）。ドイツの裁判例にお
いても、離婚手続中の扶養や監護権の規整につき
法廷地法によるものが多い。例えば1972年の
OLGカールスルーエ決定は、ドイツ法を適用す
るにあたり、「仮の命令手続は常に緊急性を求め
られ、短時間で準拠外国法を確定することは困難

である」という7）。
この手法は、家族法上の暫定的規整のように、

一定期間内に限り、債権者に迅速な満足を与える
ことが重視される領域においては、妥当性をもつ。
しかしこれによると、準拠法上の被保全権利の存
否と切断して保全の判断がされるため、その一般
化は難しい。通常の仮差押・仮処分手続のように
本案訴訟との緊密な関係が認められる場合、実体
準拠法を無視して下された保全命令は、取り消さ
れたり損害賠償義務を生じさせる危険性をはら
む。法廷地国が不正競争につき厳しい法規制をお
く場合、ほんらい許されるべき競争行為が、仮処
分で禁止されることにもなりえよう。そうだとす
れば、保全訴訟においてもただちに法廷地法によ
ることは許されず、準拠外国法の適用を前提とし
たうえで、緊急の必要性への対応が検討されなけ
ればならない8）。

Ⅳ．当事者の外国法疎明義務

前述した知財高裁平成17年12月27日決定の原
審判決は、仮処分申立てを却下するにつき、準拠
中国法の疎明がないことを理由としていた9）。ド
イツ裁判例の多くも、外国法の適用を主張する当
事者にその疎明義務を課すことで、問題解決を図
ろうとする。例えば1968年のOLGフランクフル
ト判決10）は、ZPO（ドイツ民事訴訟法）293条11）

により裁判官は外国法調査義務を負うが、仮処分
手続の緊急性から、調査は「手近な（präsent）
認識源に限って」行われ、それにより外国法の内

3）韓国での仲裁の合意を含む契約に関して日本で仮処分が求められた事例として、東京地裁平成19年8月28日決定判
時1991号89頁がある。
4）この点につきDethloff,RabelsZ 62 (1998),S.289.
5）但し、必要な限りにおいて、「当該事案に密接に関係する他国の法を例外的に適用ないし考慮することを妨げない」

（2項）。
6）Basler Kommentar IPR,3.Aufl.,2013,Art,89 Rn.5 (Schnyder/Liatowitsch).
7）OLG Karlsruhe,Besch.v.31.7.1972,IPRspr.1972 Nr.64b. さらにOLG Hamburg, Besch.v.26.2.1968, IPRspr.1968-69 
Nr.101; OLG Karlsruhe,Besch.v.3.3.1972,IPRspr. 1972 Nr.64a; OLG Karlsruhe,Besch.v. 13.8.1975,IPRspr.1975 
Nr.48; OLG Karlsruhe,Besch.v.6.3.1984,IPRax 1985,107. 学説としてRaape/Sturm,IPR,6.Aufl.,1977,S.308.
8）MüKommZPO,5.Aufl.,2016,§293 Rn.56 (Prütting); Schack,IZVR,7.Aufl.,2017,Rn. 704ほか通説。
9）同様の発想を示すものとして、大阪高裁平成15年4月22日判決家月56巻5号124頁は、韓国法の「公権的解釈や学
説の状況が明らかにされていない」ことを理由に、財産分割請求を棄却している。
10）OLG Frankfurt,U.v.7.11.1968,NJW 1969,991,992.
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容を解明できない場合、「外国法に準拠する事実
関係から自らに有利な帰結を導く当事者は、外国
法及びその適用を疎明しなければならない」とい
う。1989年のOLGハンブルク判決12）も、仮差押
請求権の疎明を定めたZPO920条2項を根拠とし
て同旨を説く。

債権者は、被保全請求権を根拠づける外国法の
内容を調査し、裁判所に提示するのが通常である
から、この手法は実務感覚から外れたものではな
い。また、外国法の証明を事実と同様に当事者の
責任とする英米法的視点からしても違和感はない
し、何より、保全手続の緊急性には最も適合的な
扱いであるといえよう。そのため、学説上も、こ
れを肯定的に評価するものがある13）。

しかしながら、この見方は、外国法もまた法で
あり、その存在や内容を調査する義務は裁判所が
負うという支配的見解（外国法法律説）と正面か
ら抵触し、法と事実を混同するものであるとの厳
しい非難に曝されてきた14）。また、外国法の調査
に際して、裁判所はあらゆる認識源を活用できな
ければならず、利用可能な資料を予め手近なもの
に限るのは不適当、とも批判される15）。

このように考えてくると、保全訴訟においても、
基本的には本案訴訟と同じく、準拠外国法が適用
され、その内容調査は裁判所の職権に属すること
になる。そうだとすれば、議論は、保全訴訟にお
ける緊急の要請に鑑み、裁判所による外国法調査
をどう迅速化するか、という点に絞られよう。

Ⅴ．外国法調査義務の軽減

1　外国法調査への当事者の協力
外国法に関する裁判所の職権調査義務は、裁判

所が当事者に協力を求める可能性を排除しない16）。
スイス国際私法16条1項、オーストリア国際私法
4条1項、イタリア国際私法14条2項など、これを
明記する立法例は多い。スイス国際私法16条1項
3文は、さらに一歩進んで、「財産法上の請求権に
関しては、証明が当事者に課されうる」という。
渉外保全訴訟では、このような協力の「義務」が
当事者に課されるかが問題になる。

1976年3月30日のBGH判決17）は、準拠トルコ
法に関する新判例の存在を主張しながらその内容
を詳らかにしない被告の主張を斥けるにあたっ
て、「確かに裁判官は、自ら外国法を調査すべき
である。しかし当事者は、そこで裁判所を全力で
援助しなければならない。これはとりわけ、本件
被告がそうであるように、裁判所にとって異質な
法圏の認識源に、当事者自身が難なくアクセス可
能な場合に妥当する」、とした18）。

学説上、このような協力義務の存在に懐疑的な
見方もないではない。例えばプリュッティングに
よると、ZPO293条が外国法に関する証明責任を
当事者に負わせない以上、外国法調査への不協力
を理由に不利益を課すこともできない。法廷地法
の適用を嫌う当事者は、裁判所による外国法調査
に協力する自然的利益を有するが、それは調査の

11）本条の解釈につき、山本克己「外国法の探査・適用に伴う民事手続法上の諸問題」法学論叢130巻1号（1991年）
4頁以下。
12）OLG Hamburg,U.v.8.6.1989,IPRax 1990,400.
13）Stein-Jonas-Grunsky,ZPO, 21.Aufl.,1995,§920 Rz.8a; MüKommZPO,4.Aufl.,2012,§920 Rn.13 (Drescher). 一方
的な保全手続についてのみ申立人の疎明義務を認めるものとして、Sommerlad/Schrey,NJW 1991,1377,1381.
14）Brannekämper,WRP 1994,S.668; Dethloff,a.a.O.,S.293; Lindacher,FS Schumann,2001,S.283,291; Mankowski/
Kerfack,IPRax 1990,S.374 f.; Musielak/Voit/Huber,ZPO, 16.Aufl.,2019,§293 Rn.12; Prütting,a.a.O.,Rn.56; 
Spellenberg/Leible,Gilles (Hrsg.), Transnationales Prozeßrecht,1995,S.318; von Bar/Mankowski,IPR,Bd.I,2.
Aufl.,2003,§5 Rn.103.
15）Brannekämper,a.a.O.,S.668; Dethloff,a.a.O.,S.298; von Bar/Mankowski,a.a.O.,Rn.103; Lindacher, a.a.O.,S.291; 
MüKommBGB,IPR I,7.Aufl.,2018,Einl.IPR Rn.301 (von Hein).
16）von Hein,a.a.O.,Rn.295ほか通説。日本法につき池原・前掲注1）232頁ほか。
17）BGH,U.r.30.3.1976,NJW 1976,1583.
18）KG Berlin, U.v.16.10.2006, NJW 2007,705も、原告がエジプト輸出禁止法の適用主張しながらその詳細を示さな
いことを指摘し、同法のさらなる調査は「仮処分手続の枠内においては可能でも必要でもない」という。
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義務や責任とは別物である、と19）。とくに、ここ
で当事者の一般的協力義務を想定し、その違反を
理由に証明責任的な不利益判断を行うことに対し
ては、裁判所の外国法調査義務を否定するものだ
という批判が多い20）。

しかしながら、最近の学説上は、その性質・根
拠や妥当範囲の捉え方には違いを残すものの、裁
判所が保全訴訟の時間的制約のなかで調査を尽く
しても外国法の内容を確知できず、外国法の適用
を求める当事者がその内容を調べやすい立場にあ
るときに、裁判所がこの者に協力を求めることが
でき、当事者がそれに従わない場合、外国法の内
容不明として扱うべき場合があることは、広く認
識されつつある21）。このような扱いは、当事者に
よる義務違反の直接の結果ではなく、外国法調査
に関する裁判所の裁量権行使に基づくものと理解
できよう22）。

2　調査範囲、心証度の軽減
そもそも外国法の職権調査義務は無制限ではな

い。オーストリア国際私法4条2項が、「適切な期
間内に払われた十分な努力にもかかわらず」外国
法が調査できない場合にオーストリア法の適用を
認めるのは、この趣旨にほかならない。とりわけ
保全訴訟における外国法の調査は、迅速性を害し
ない範囲内で調達可能な資料により、またその範

囲内で行えば足りる23）。2001年8月3日のLGフラ
ンクフルト判決は、「保全手続の性質に反する不
相当な出捐や著しい手続遅延を伴うことなく外国
法の内容が調査できない場合、実際的解決として
ドイツ実質法の適用が認められる」という24）。フ
ランス競争法に関する比較法研究所の鑑定取得に
は数カ月を要するが、仮処分手続ではこれを待て
ないとして、内国法によったスイスの裁判例が報
告されている25）。他方、2017年のオーストリア
最高裁決定は、扶養料仮払仮処分請求につき、一・
二審で14カ月の審理期間があったにも拘わらず、
準拠英国法の内容を解明しないまま法廷地法に
よった原審判決には違法があるという26）。

また、一般には、外国法規範の存在・内容に関
して、裁判官は確信を得なければならないとされ
るが27）、最近の学説上は、保全訴訟の緊急性に鑑
み、優越的蓋然性（überwiegend wahrscheinlich）
が認められればよいとの見方が強まっている28）。

3　外国法の内容不明と利益衡量判断
調査を尽くしても準拠外国法の内容が確知でき

ない場合、わが国29）やドイツ30）の伝統的国際私
法学説は、第一次的に、母法や親近的法秩序から
外国法の内容を推知すべきであるという（近似法
説）。これに対してドイツ判例は、この手法は「不
確実な法適用と判決手続の著しい複雑化を招く」

19）Prütting,a.a.O.,Rn.52.
20）Baumbach-Lauterbach,ZPO,78.Aufl.,2020,§293 Rn.5 ff.(Nober); Brannekämper,a.a.O.,S.668; Lindacher,a.
a.O.,S.287 ff.; Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.374 ff.; Spellenberg/Leible,a.a.O.,S.318.
21）Lindacher,a.a.O.,S.287 ff.; Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.373.
22）Brannekämper,a.a.O.,S.668; Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.373.
23）Dethloff,a.a.O.,S.296; Spellenberg/Leible,a.a.O.,S.318; von Bar/Mankowski,a.a.O.,Rn.102.
24）LG Hamburg,U.v.3.8.2001,IPRspr.2001 Nr.113.
25）Verfügung des Kantonsgerichtspräsidiums Zug vom 19.4.1990,SZIER 1991,279.
26）OGH,Besch.v.20.9.2017,IPRax 2020,54.
27）Lindacher, a.a.O.,S.290.
28）Dethloff,a.a.O.,S.300; Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.376; Musielak/Voit/Huber,a.a.O.,Rn.12; von Bar/Mankowski,a.
a.O.,Rn.103.　Spellenberg/Leible,a.a.O.,S.318も、満足的仮処分につき、準拠法になりえない内国法によるよりも簡
易の外国法調査にとどめるべきだという。オーストリア最高裁は、蓋然性で足りるとして、鑑定書の取得も必要ない
としたが（OGH,Besch.v.20.9.2017,a.a.O.,S.52）、これには批判もある（Lurger,IPRax 2020,S.69）。
29）池原・前掲注1）242頁ほか。もっとも、これは、外国法の内容確定手段として位置づけるべき問題である。また、
内国法による前に補充的連結を試みる見解もあるが、内国法適用説と実質的な差異を生じない。中野俊一郎「準拠外
国法の内容不明」石川明=三木浩一編『民事手続法の現代的機能』（信山社、2014年）772頁以下。
30）Kegel/Schurig,IPR,9.Aufl.,2004,S.512.
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として、内国法の適用が「著しく不満足な場合」
を除き、原則として内国法によるという31）。とり
わけ保全訴訟では、時間的制約に鑑み、内国法適
用説が学説上も根強い32）。

この問題についてプリュッティングは、「完璧
な解決はない」としながら、許容される期間内に
利用可能な手段を尽くした上で外国法の内容を調
査できなかった場合、裁判官は、「事件の緊急性
と申立人・相手方の利益を衡量し、外国法調査に
よって手続を遅延させるのが適当か、ドイツ法に
よる迅速な権利実現が適当かを判断」すべきであ
るという33）。このような利益衡量の手法は、つと
にライポルトが説くところであったが34）、最近の
学説は、同じ発想によりつつ、内国法による保全
が、外国法による本案判断とそごを生じる危険性
を考慮要素として重視する傾向にある35）。

4　債務者保護
裁判所の外国法調査義務を軽減する場合には、

保全訴訟で適用される法と本案準拠法が食い違う
ことで、債務者が損害を被ることを想定しなけれ
ばならない。とりわけ、準拠外国法にアクセスし
やすい債権者が外国法調査に協力せず、準拠法上
認められない保全命令を法廷地法によって取得す
るという可能性もある。これについては、不当執
行の場合の損害賠償、担保提供命令、発令に先立
つ口頭弁論実施等により債務者保護を図るべきこ
とになろう36）。

Ⅵ　おわりに

外国法は事実ではなく法であり、裁判官が職権
で調査するという通説的理解は、保全訴訟におい
ても基本的には動いていない。しかし、当事者に
一定の協力義務が認められ、裁判所による調査の
範囲や心証度が軽減され、利益衡量により外国法
の内容不明として内国法を適用すべき範囲が拡大
する結果、その内実は、外国法を事実扱いする見
方に大きく接近しつつある。国際仲裁では、日本
が仲裁地であっても、英米法圏の実務家が仲裁人
に選任され、外国法事実説に基づく扱いがされる
のが一般的であるとも聞く。保全訴訟や仲裁で弁
護士の外国法調査活動が活発化するのは自然なこ
とであろうが、紛争解決制度全体が迅速化を求め
られるなかで、同じ傾向が財産関係訴訟一般に波
及する可能性もありえよう。そうすると、伝統的
国際私法学説が説く外国法法律説のモデルが妥当
する場面は、家族法・相続法の分野に限られてゆ
くことになるが、そこでも暫定的規整については
法廷地法の適用が広く認められつつあることは既
に確認した。

この問題についての未来図は未だ見通せないが、
迅速な権利保護は時代の要請であり、ひとり国際
私法だけがそれに無関心であり続けることはでき
なくなった、ということだけはいえそうである。

31）BGH,U.v.26.10.1977,BGHZ 69,387. この点については、山本克己「準拠外国法不明の場合の処理」法学論叢134
巻5･6号（1994年）198頁以下。
32）Brannekämper,a.a.O.,S.668; Geimer,IZPR,8.Aufl.,2020,Rz.2596; Spellenberg/Leible,a.a.O.,S.318; Zöller/
Geimer,ZPO,33.Aufl.,2020,§293 Rn.20ほか。これに対してDethloff,a.a.O.,S.301は、本案判断との整合性確保を強調
し、競争法仮処分につき近似法説の適用を説く。
33）Prütting,a.a.O.,Rn.56.　Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.376も、迅速な保全を求める申立人の利益と準拠外国法の正
確な適用という利益の衡量が必要であり、前者が明らかに優越する場合にのみ代用法によりうるという。
34）Leipold,Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes,1971,S.164 ff.は、準拠外国法から被保全権利の存否が明ら
かならそれによるが、外国法の内容不明も含めそれ以外の場合は、実体判断をオープンにしたまま、両当事者の利益
衡量により発令の可否を決すべきだという。
35）Schack,a.a.O.,Rn.704; Nagel/Gottwald,IZPR,7.Aufl.,2013, §17 Rn.42.
36）Mankowski/Kerfack,a.a.O.,S.376 f.; Dethloff,a.a.O.,S.303 ff.
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Ⅰ．はじめに
Ⅱ．�不法行為地管轄は消極的確認の訴えに適

用されるか
Ⅲ．管轄原因の審査方法

（以上、本号）
（以下、次号）

Ⅳ．�各種の不法行為事件に見る場所的関連事実
Ⅴ．国際ビジネス法務への示唆

Ⅰ．はじめに

外国裁判所において損害賠償請求等の訴えを提
起された者が、後から日本の裁判所において、そ
の外国訴訟の原告を今度は被告として、同一の損
害賠償請求権の不存在の確認を求める訴えを提起
することは、古典的な訴訟戦略として知られてい
る。この対抗的、戦略的な国際的二重起訴は、国
際ビジネス法務において無駄なまたは最悪な戦術
としてその効用に疑問を投げかけられることも
あった1）。しかし、近時の裁判実務においても、
特に営業秘密または特許権の国際的な権利保護を
めぐって、この戦術は根強く支持されているよう
に見える。

戦略的な消極的確認の訴えが奏功するための最
初の関門は、日本の裁判所の国際裁判管轄を獲得
することにある。その際には、不法行為地管轄（民
事訴訟法3条の3第8号）が頻繁に援用される。し
かし、消極的確認の訴えの場合、不法行為の被害
者と目される者を被告として、加害者だと目され
ている者が自己の不法行為責任の不存在を主張す
る一方で、不法行為の存在をその訴えの国際裁判
管轄権の根拠とすることは、一見すると「矛盾」
する。被害者が加害者に対して損害賠償を請求す
る訴えの場合とは異なる管轄判断の基準が必要に
なるのではないかという疑問が生じる。本稿は、
近時の裁判例を手がかりにしてこの疑問について
検討しようとするものである。

Ⅱ．�不法行為地管轄は消極的確認の訴え
に適用されるか

（1）従来の学説と判例
かつて有力説は、上記の「矛盾」をとりあげ、

不法行為に基づく債務の不存在確認の訴えの場合
に不法行為地管轄を認めることは理論上に問題が
あり、かつ不法行為地管轄の趣旨の1つである被
害者の保護（提訴の便宜）に反すると主張してい
た2）。しかし従来の下級審判例は、一貫して適用

戦略的な消極的確認訴訟の国際裁判管轄について（上）

安達栄司 Eiji Adachi

立教大学法学部・法務研究科教授

1）藤田泰弘・日／米国際訴訟の実務と論点（1998年）193頁。
2）新堂幸司＝小島武司編・注釈民事訴訟法（1）（1991年）123頁（道垣内正人）。
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肯定説を支持する。理由として、損害賠償請求の
給付の訴えと消極的確認の訴えとで審理対象が等
しいこと3）、証明の便宜という本管轄の趣旨は共
通して妥当することがあげられた4）。

この下級審判例の立場は、最高裁平成16年決定
（最決平成16年4月8日民集58巻4号825頁。ミーリ
ングチャック事件）がでたことで強固になった。
同決定は、不法行為地に（土地）管轄を認める理
由は、当事者の立証の便宜を考慮するためである
と述べて、不正競争防止法3条1項に基づく差止め
を求める訴えのみならず、差止請求権の不存在の
確認を求める訴えにも、民事訴訟法5条9号の不法
行為地の裁判籍が適用されることを判示した。

（2）平成23年の民事訴訟法改正とその後の学説
および判例

わが国の国際裁判管轄に関する明文規定を導入
した平成23年改正民事訴訟法は、消極的確認の
訴えのための特別規定を設けなかった。消極的確
認が求められる債権は、その債権に基づく給付請
求と表裏一体の関係にあり、訴えに係る債務の性
質等に応じて個別に判断されるべきだと考えられ
たからである5）。

これを不法行為に基づく損害賠償請求について
みると、不法行為地の国際裁判管轄を定める民事
訴訟法3条の3第8号が消極的確認の訴えに適用さ
れるかの問題について、主要な注釈書の見解は肯
定説である6）。否定説を表明していた従来の有力
説は、修正ないし改説された7）。前述の平成16年
最高裁決定の趣旨が国際裁判管轄の場合にも通用

することは8）、いまや学説上も完全に浸透したと
いえる9）。後で見る近時の裁判例も、すべて、損
害賠償または差止請求の消極的確認を求める訴え
の国際裁判管轄のために同法3条の3第8号を適用
することに全く躊躇をしていない。

（3）比較法
比較法として、EU法とドイツ法を一瞥する。

不法行為に基づく訴えについて、EUの国際裁判
管轄を規律する2012年ブリュッセルI規則7条2号
は「損害をもたらす事実が発生したか、発生する
危険がある地」の国の裁判所に、またドイツ民訴
法（ZPO）32条は「不法行為がなされた地」の
裁判所に国際裁判管轄を発生させる。

EU司法裁判所2012年10月25日判決10）は、原告
のスイスの会社が、イタリアの会社からドイツ国
内でのカルテル法違反を理由とする警告とイタリ
ア国内での提訴予告を受けたとして、同社を被告
として損害賠償義務等の不存在確認の訴えをドイ
ツの裁判所に提起した事案に関するものである。
ドイツの控訴審は、ブリュッセルI規則の不法行
為地管轄の規定が消極的確認の訴えには適用でき
ないという否定説を支持して、訴えを却下した。
上告審がこの問題をEU司法裁判所に付託したと
ころ、同裁判所の法務官は不適用説を支持する最
終意見を答申した。しかしEU司法裁判所は、本
判決において、それを退けて、適用肯定説をとる
と判断した。理由は、不法行為地管轄について、
①その規定文言が消極的確認の訴えを排除しない
こと、②管轄の趣旨は不法行為地の裁判所と紛争

3）東京地判昭和40年5月27日LLI/DB判例秘書Ｌ02030235。
4）大阪地中間判昭和40年10月9日判時728号76頁。東京地判平成1年5月30日判タ703号240頁および東京地判平成3年
1月29日判タ764号256頁も同様であるが、被害者の便宜の管轄利益も否定しない。
5）佐藤達文＝小林康彦編・一問一答平成23年民事訴訟法等改正（2012年）83頁。
6）秋山幹男ほか編・コンメンタール民事訴訟法Ｉ（2014年）608頁、兼子一原著・条解民事訴訟法［第2版］（2011年）
56頁（新堂幸司ほか）。
7）道垣内正人「国際裁判管轄に関する新規定の解釈適用」判例秘書ジャーナルHJ100019（2018年）8頁。
8）安達栄司・民事手続法の革新と国際化（2006年）172頁。
9）ただし、立案担当者においては、かつての有力説と同様に不法行為地管轄の趣旨は被害者の便宜にもあることも
否定しない。佐藤＝小林・前掲注5）68頁。
10）安達栄司「戦略的な国際的消極的確認の訴えと不法行為地管轄の適用範囲」立教法務研究9号（2016年）427頁。
道垣内・前掲注7）8頁も参照。
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事案の近接性と立証の容易性にあること、③不法
行為地には加害行為地（原因行為地）と結果発生
地の双方が含まれ、原告には選択権が保障されて
いること、④消極的確認の訴えの場合、給付の訴
えと比べて原告・被告の立場が逆転するが、管轄
ルールの目的である予見可能性と法的安定性はそ
のことによって左右されないこと、⑤不法行為地
管轄の規定は被害者（弱者）保護を目的していな
いこと、⑤消極的確認の場合も給付の場合も、訴
えの審理対象が同一であること、があげらた。

ドイツ法においては、否定説と肯定説が拮抗し
ていたが、このEU司法裁判所判例が現れてから
は、ZPO32条に基づく国際裁判管轄についても
肯定説が判例および学説において圧倒的に支持さ
れている。さらにドイツでは、消極的確認の訴え
を給付の訴えの鏡像形象であると見て、それが給
付の訴えとして提起されるならば管轄権を有する
裁判所はすべて管轄権を有するという理解が支配
的見解だとされていたことは目をひく。この見解
にしたがえば、消極的確認の訴えは、常に、原告
の普通裁判籍（住所地）の裁判所でも提起できる
ことが許されることになる。しかし、この結論は
国際裁判管轄の被告住所地原則からの乖離が大き
いとして、強い批判がある11）。

Ⅲ．管轄原因の審査方法

不法行為の損害賠償義務の消極的確認の訴えに
ついて、不法行為地の国際裁判管轄（3条の3第8
号）の適用が許されるという肯定説が支持される
として、次に、それを肯定するためにどのような
管轄原因事実の主張・立証が必要か、問題になる。

（1）最高裁平成13年および最高裁平成26年判決
と消極的確認の訴え

不法行為地の国際裁判管轄は、管轄原因事実と
本案の審査で重複するので（いわゆる二重関連事
実の問題）、管轄権を肯定するために必要な事実

審査の範囲及び程度はどこまでかについて議論が
あった。この問題について、最高裁平成13年判
決（最判平成13年6月8日民集55巻4号727頁。ウ
ルトラマン事件）で判例の立場は明らかにされ、
つづいて最高裁平成26年判決（最判平成26年4月
24日民集68巻4号329頁。アナスタシア事件）は、
間接管轄としての不法行為地管轄に関する判例で
あるが、「……民訴法3条の3第8号の規定に依拠
して我が国の国際裁判管轄を肯定するためには、
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合、原則
として、被告が日本国内でした行為により原告の
権利利益について損害が生じたか、被告がした行
為により原告の権利利益について日本国内で損害
が生じたとの客観的事実関係が証明されれば足り
る。」と述べて、加害行為地と結果発生地の双方
を念頭において不法行為地管轄の審査方法を明ら
かにした。

最高裁平成13年および平成26年判決は、不法
行為地管轄の国際裁判管轄を肯定するための管轄
原因事実の審査に関し、対立する学説の中から客
観的事実証明説を採用した判例だとして理解され
ている12）。しかし、いずれの事案も損害賠償また
は差止めを請求する給付の訴えに関する判例なの
で、その判例定式が消極的確認の訴えの場合にそ
のまま適用できないことは、すでに指摘されてい
た13）。すなわち、消極的確認の訴えの場合、不法
行為地管轄を肯定させるために、相手方（被告）
の請求権の不存在を主張している原告に不法行為
の客観的事実の存在を主張・立証させることは背
理である。したがって、消極的確認の訴えの場合、
不法行為地の国際裁判管轄を肯定するための管轄
原因については上記の判例法とは異なる審査基準
が求められなければならない。

（2）横浜地裁平成26年8月6日判決（マイケルカー
ン事件）

横浜地裁平成26年8月6日判決（判時2264号62
頁）は、この問題を自覚的に論じた近時の裁判例

11）BeckOK�ZPO/Bacher,�ZPO�§�256�Rn.�14.
12）学説の詳細は、髙部眞規子・最判解民事篇平成13年度（下）475頁参照。
13）髙部・前掲注12）500頁。不法行為の客観的事実の証明責任が、管轄と本案の審査で逆転する。
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である。韓国法人Yが日本法人Xに対して、米国
カリフォルニア州（加州）裁判所において、米国
法に基づき営業秘密の不正使用等を理由とする損
害賠償等を求める訴えを提起した。Xは、横浜地
裁において、この米国訴訟に対抗してYを被告と
して、米国訴訟においてXがYに対して負ってい
るとYが主張する債務の不存在の確認を求める訴
えを提起したのが本件である。Yは日本の裁判所
の国際裁判管轄を争った。この争点について、横
浜地裁は原告が援用する不法行為地管轄（3条の
3第8号）について次のように述べる。「……、新
確認請求三及び四はいずれも債務不存在確認請求
であり、Xは当該債務の発生原因自体を否定して
いるのであるから、上記の客観的事実関係の証明
をXに要求することは背理である。「不法行為に
関する訴え」が債務不存在確認請求訴訟である場
合、債務の特定の場面で論じたのと同じく、当該
訴訟の被告がいかなる事実関係を主張しているの
かという観点から上記の定式を再構成すべきであ
る。本件においては、不法行為に基づく損害賠償
請求権の不存在確認の訴えに関しては、原則とし
て、原告が日本国内でした行為により被告の権利
利益について損害が生じたか、原告がした行為に
より被告の権利利益について日本国内で損害が生
じたとの事実関係を被告が主張していることが証
明されれば足り、差止請求権の不存在確認の訴え
に関しては、原告が被告の権利利益を侵害する行
為を日本国内で行うおそれがあるか、被告の権利
利益が日本国内で侵害されるおそれがあるとの事
実関係を被告が主張していることが証明されれば
足りるということになる。」（下線筆者）（判旨①）。

横浜地裁は、このように再構成された審査基準
を本件にあてはめて、さらに次のように述べて不
法行為地管轄の国際裁判管轄を否定した。「これ
らのYの主張において、Xが「営業秘密ないし機密・
専有情報の盗用等を行った場所は明らかにされて
いないが、Yは、本件訴訟において、加州訴訟の
訴因⑥及び⑦においてYが問題とする場所は加州

内であると主張している。……Xがした「営業秘
密の盗用等」の行為態様や被告に生じた損害につ
いて具体的な言及はないけれども、そこにおける
損害賠償請求権等によってYが問題としているの
は、主に……米国内におけるXの行為あるいはそ
の関与した行為であり、また、……将来における
米国内でのXの行為あるいはその関与する行為で
あり、さらに、米国内においてYに生じ、あるい
は今後生じ得る損害であるとみるべきである。そ
うすると、加州訴訟……においてYが問題とする
場所はいずれも加州内であるとする本件訴訟にお
けるYの主張は根拠のあるものであり、少なくと
も、Xが日本国内でした行為や今後するおそれの
ある行為、また、日本国内におけるYの権利利益
に対する損害を……問題としていないことは明ら
かである。したがって、前記の再構成された定式
によれば、損害賠償請求権等について日本の裁判
所の管轄権を肯定することは困難である。」（判旨
②）。

上記の最高裁判決の基準にしたがえば、給付の
訴えの場合には不法行為地管轄を肯定するための
客観的事実関係は、損害賠償等を請求する原告の
主張だけは足りず、その完全な証明が要求される。
これに対して、横浜地裁は、本件のような消極的
確認の訴えの場合について、その判例基準を「再
構成」して、被告、すなわち損害賠償請求等を求
める者がそれを「主張していること」が証明され
るならば、不法行為地管轄を肯定することができ
ると述べた。その限りにおいて、横浜地裁は、上
記の最高裁判決が採用した客観的事実証明説に対
立する、いわゆる管轄原因仮定説14）の基準を採
用するように見える15）。

（3）客観的事実証明説か管轄原因仮定説か
不法行為地のように本案の請求原因事実と符合

する場合の管轄原因事実の審査の程度に関する客
観的事実証明説と管轄原因仮定説の対立は、ひと
つの難問である。両説の違いを明確に説明するこ

14）有理性説とも言う。髙部・前掲注12）488頁。筆者はこの見解を支持する。安達・前掲注8）157頁。
15）竹下啓介「不法行為に基づく損害賠償債務等の不存在確認の訴えと国際裁判管轄」ジュリスト1504号（2017年）
137頁。
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とは、その他の対立する学説である管轄原因証明
説または一応の証明説と比較して、容易ではない。
他方で、両説の間にはほとんど差がない、または
管轄原因仮定説は客観的事実証明説の変種（一亜
種）であり、差異は見かけほど大きくないとも指
摘されている16）。

管轄原因仮定説であっても、不法行為地管轄の
原因事実のすべてを原告の主張通りに仮定して直
ちに国際裁判管轄を肯定するわけではないことに
留意が必要である。加害行為地の不法行為地管轄
についていえば、損害賠償等を請求する者（被害
者）からみて不法行為を構成すると考える相手方

（加害者）の行為が行われたとされる場所が地理
的に見て「わが国にあること」は、本案と符合し
ない管轄原因固有の事実（場所的関連事実）17）

である。この場所的関連事実は、本案審査とは無
関係にその存在が証明されなければ、わが国に国
際裁判管轄権を肯定することはできない。結果発
生地の不法行為地管轄について言えば、被害者か
ら見て損害が発生したとされる場所が地理的に見
て「わが国に存在すること」がこの場所的関連事
実に当たる18）。そして、対立する客観的事実証明
説も管轄原因仮定説も、民事訴訟法3条の3第8号
に基づきわが国の裁判所に不法行為地の国際裁判

管轄を肯定するために、この本案要件と重ならな
い場所的関連事実の存在が証明されなければなら
ないという点において一致している。

このことを確認したうえで、先に引用した横浜
地裁の判旨②の部分を見るならば、本件でYが米
国訴訟で主張しているXの違法な行為（加州法に
よって保護される営業秘密の侵害）に関して、加
害行為地としてもまた結果発生地としても、その
場所的関連事実の存在を、原告の主張に反して、
日本国内（横浜市）に認められないという事実を
横浜地裁は認定し、その結果、日本の不法行為地
管轄が否定されることの理由を詳細に述べている
ことが判る。

ここで冒頭の疑問の解決のための結論を急ぐこ
とが許されるならば、消極的確認の訴えについて、
不法行為地の管轄原因事実の審査基準を再構成し
たこの横浜地裁の裁判断基準、並びに客観的事実
証明説と管轄原因仮定説の一致点をそれぞれ眺め
た結果から、消極的確認の訴えに不法行為地の国
際裁判管轄が認められるかどうかは、確認対象と
して問題になっている不法行為について、その場
所的関連事実が日本に存在するか否かの証明にか
かっている、という命題を引き出すことができそ
うである。

16）横溝大「著作物の利用許諾を巡る紛争に基づく日本法人の日本に居住しないタイ人に対する損害賠償請求等につ
いての国際裁判管轄権の有無」法学協会雑誌119巻10号（2002年）2103頁。越山和広「管轄原因事実の証明」龍谷法
学46巻4号（2014年）96頁。
17）安達・前掲注8）158頁。
18）越山・前掲注16）92頁は、①不法行為があったこと（不法行為に基づく損害賠償請求権の権利根拠事実）と②不
法行為地が日本であることの2つに分解し、②を「重ならない事実」とよぶものは、本稿に言う場所的関連事実と同
じであろう。
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第〇〇条　準拠法
この契約は日本法に準拠し、解釈されるものとする。

第〇〇条　紛争解決
この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一
般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。
仲裁地は東京（日本）とする。仲裁手続は日本語によって行なう。

紛争解決条項のヒント

　今月号も引き続き、準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉についての説明です。これまで紛争
解決手続では、①準拠法、②仲裁機関、③仲裁地、④言語が主要な要素であり、これらに優先順位
を付けて交渉すること、利用しようとする仲裁規則について、別段の合意をしない限り適用される
定め（デフォルト・ルール）が自社に有利か否かについて事前に調べておくことを説明しました。
　今月号では、③の仲裁地の決定に関する相手方との交渉について考えます。仲裁地の仲裁法が仲
裁を規律することになるほか、通常、審問場所すなわち証人尋問等が行われる地になるため、日本
企業にとって日本を仲裁地とすることが利便性の点で優れていると思われます。しかし、相手方の
外国企業としては当該外国を仲裁地とすることを主張してくるので、それにどのように対処するか
を考える必要があります。
　まず、相手方の交渉ポジションが高く、交渉しても仲裁地が外国にされそうな場合には、仲裁地
については交渉せず、仲裁条項では仲裁地に言及しないという戦術が考えられます。仲裁条項に仲
裁地の定めがない場合には、指定した仲裁機関の仲裁規則に定めがあればそれによって決まります。
仲裁規則の多くは仲裁機関や仲裁廷が決めると規定をしている規則が多いので、日本を仲裁地にで
きる可能性が残ります。ちなみに、JCAAの商事仲裁規則による旨定めている場合には、同規則に
より、申立人が仲裁申立書を提出したJCAAの事務所の所在地が仲裁地となります1）。
　相手方の外国企業との間で仲裁地をめぐって交渉が可能な場合には、安易に譲歩すべきではあり
ません。日本は、相手方の立場からみても、決して不利な地ではないことを主張すべきです。日本
は安定した政治・経済体制のもと、法の支配が確立しています。仲裁判断の執行や取消しになどに
おいて関与する日本の裁判所信頼性が高く、外国企業だからといって不利になるようなことはあり
ません2）。このようなことは当たり前だと思うかもしれませんが、一定の国のみが備えている法的
インフラです。
　JCAAの商事仲裁規則は国際標準に則り、異なる法文化の当事者・弁護士・仲裁人の間で仲裁の
進め方について異なる前提理解からの齟齬が生じないように、きめ細かく手続事項を定めています
ので、安心して手続を進めることができます。JCAAの仲裁においては、仲裁廷を構成する仲裁人
の約半数は外国人であり、実は仲裁はどこで行っても国際的な雰囲気の中で進められていきます。
また、日本には国際仲裁のための施設として日本国際紛争解決センター（JIDRC）があります3）。
JIDRCは、2018年に設立された機関で、内外の仲裁機関・調停機関が仲裁や調停の手続を行うた
めの施設を東京と大阪に用意し合理的な料金で提供しており、同時通訳やウェブ審問にも対応する
最新の設備を持っています。これらの点を相手方の外国企業に説明をされてはいかがでしょうか。
　最後に、日本は外国人の方からみてとても魅力的な観光地です。以前、フランス人弁護士から、
アフリカ企業と仲裁地について交渉するとき、「仲裁になったらパリに来られるよ」というのが、
相手企業の担当者への殺し文句だという話を聞いたことがあります。交渉の合間の雑談で日本の魅
力を大いにPRし、仲裁地の交渉の際には、「仲裁になったら日本に来られるよ」とおっしゃってみ
られてはいかがでしょうか。

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（4）

1）商事仲裁規則39条1項。JCAAの事務所所在地は東京・横浜・名古屋・大阪・神戸にあります。
2）OECD Library, Government at a Glance 2019, Citizen satisfaction with public services and institutions ( https://
www.oecd-ilibrary.org/sites/9c62995d-en/index.html?itemId=/content/component/9c62995d-en).
3）https://idrc.jp/

10月号・11月号の「準拠条項」は「準拠法条項」に訂正します。
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国際契約・貿易実務相談（JCAA会員限定）
面談方式の開催日時は以下のとおりです。電話会議方式、ウェブ会議方式によるご相談も承っております。ご予約、お問い合わせは各事
務所までご連絡ください。
●東京本部 広報部：（03）5280-5181 / Mail: planning-consulting@jcaa.or.jp
●大阪事務所 　　：（06）6944-6164 / Mail: osaka@jcaa.or.jp
●名古屋事務所　  ：（052）223-5721

国際契約・国際取引法律相談

インフォメーション　法律・貿易相談

東京会場 ※相談時間帯は午後2時から午後5時までのうち１時間です。

1月
6日（水）仲谷栄一郎 弁護士　13日（水）野村晋右 弁護士　20日（水）辻居幸一 弁護士　27日（水）出井直樹 弁護士

2月
3日（水）仲谷栄一郎 弁護士　10日（水）田中齋治 弁護士　17日（水）野村晋右 弁護士　24日（水）辻居幸一 弁護士

大阪会場 ※相談時間帯は午後2時から午後4時までのうち１時間です。

1月
7日（木）大林良寛 弁護士　15日（金）児玉実史 弁護士　21日（木）小林和弘 弁護士　29日（金）岡田春夫 弁護士

2月
5日（金）古川智祥 弁護士　12日（金）大林良寛 弁護士　17日（水）西原和彦 弁護士　26日（金）児玉実史 弁護士

名古屋会場 ※相談時間帯は午後1時から午後4時までのうち１時間です。

1月	 2月
8日（金）佐藤昌巳 弁護士　22日（金）鮎澤多俊 弁護士 12日（金）佐藤昌巳 弁護士　26日（金）鮎澤多俊 弁護士

中国（香港・マカオを除く）・台湾・インド法律相談

貿易実務相談

東京会場 ※相談時間帯は午後2時から午後5時までのうち１時間です。

中国（香港・マカオを除く）・台湾・インド法律相談
1月
5日（火）矢上浄子 弁護士／琴浦諒 弁護士（インド）　12日（火）楽楽 弁護士

19日（火）中川裕茂 弁護士／大河内亮 弁護士（インド）　26日（火）山神理 弁護士

2月
2日（火）岩井久美子 弁護士／琴浦諒 弁護士（インド）　9日（火）楽楽 弁護士

16日（火）屠錦寧  律師／大河内亮 弁護士（インド）

大阪会場 ※相談時間帯は午後2時から午後4時までのうち１時間です。

中国（香港・マカオを除く）・台湾法律相談
1月13日（水）松井衡 弁護士　1月26日（火）村上幸隆 弁護士 2月10日（水）谷口由記 弁護士　2月24日（水）松井衡 弁護士

東京会場 ※相談時間帯は午後2時から午後5時までのうち１時間です。

担当：貿易実務専門アドバイザー（一般社団法人貿易アドバイザー協会）
1月13日（水）　1月27日（水）／2月10日（水）　2月24日（水）

大阪会場 ※相談時間帯は午後2時から午後4時までのうち１時間です。

担当：貿易実務専門アドバイザー（一般社団法人貿易アドバイザー協会）
1月12日（火）　1月25日（月）／2月8日（月）　2月22日（月）
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物物品品のの一一時時輸輸出出入入免免税税ににはは  

通通関関手手帳帳““AATTAA カカルルネネ””がが便便利利でですす  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪使用できる物品や用途≫ 
*食料品や消耗品はご利用になれません 

展示会への出品物…アパレル用品、家具、自動車など            

ビジネスのための商品見本・・・宝飾品、精密機械、絵画など        

プロの職業用具・・・撮影機材、音楽家の楽器、スポーツ用具など 

*台湾向けには別途 SCC カルネがご利用いただけます* 

 

一般社団法人 日本商事仲裁協会 カルネ事業部 
  TEL：03-5280-5171  ata-carnet@jcaa.or.jp 

Passport for goods 

ATA 
 

自社にいながら手続きできる 

カルネオンライン申請が可能となりました！ 

＊ログイン画面で申請の受付状況もわかります＊ 

オンライン申請のご利用には事前の登録手続きが必要となります。 

詳細はカルネウェブサイト https://carnet.jcaa.or.jpをご覧ください 

 
 

ATA カルネは物品のパスポート 
 

海外での見本市、展示会、演奏会などへの持ち込みが“一時的な物品“は、 

ATA カルネを利用すれば、 

一時輸入の物品として関税や付加価値税が免税扱いでスムーズに通関できます。 
 

現在、世界７８の国・地域が加盟 

2019 年は年間約 8,000 件のカルネをご利用いただきました 
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西田法務研究所通信

本広告に関するお問合せは、西田法務研究所代表（西田章）akira@nishida.meまで

「本書が想定する潜在的読者には、大別して２つの層がある。一方は、医業・ヘルスケア業界で法務・知財・規制に

係る業務に関与されており、ご自身で直接担当されている職務分野以外の概要も把握されたいという層であり、他方

は、これから医薬・ヘルスケア業界へ参入しようとする事業会社や、医薬・ヘルスケア事業を行う会社への投資をす

るか、もしくは投資をアシストする業務に関与されている層である。」

「後者の層は、医薬・ヘルスケア業界の法務・知財・規制の独自性について、過剰に警戒心を抱いているかもしれない。

しかし、だからといって、それに目をつむるわけにはいかない。医薬・ヘルスケア業界で求められる投資金額は大きく、

1つの医薬品等が上市にまでこぎつけられるか、先行者利益をどれだけ確保することができるかは、投資に対する

リターンの大きさとそれを得るまでの時間に決定的に影響する。そこには、法務・知財・規制が大きくかかわって

いるのであるから、その概要や着眼点をインプットしておくことが必要である。」

　　
アンダーソン・毛利・友常法律事務所　医薬・ヘルスケア・プラクティス・グループ編

　　「医薬・ヘルスケアの法務　規制・知財・コーポレートのナビゲーション〔第2版〕」（商事法務、2020年10月）
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