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国際取引契約における準拠法条項及び仲裁・調停条項の
実務
北浜法律事務所

児玉実史

弁護士

Masafumi Kodama

Ⅰ．はじめに
国際取引契約に関してトラブルが発生し、その
対処法を考える際、その問題に関する当事者の権
利義務が契約でどう定められているか、事実関係

契約の成立、有効性、解釈を何法によって判断し
たらいいのか、というところから出発しなければ
ならない。実は、この作業が、必ずしも簡単では
ない。
まず、紛争解決手段が裁判である場合、準拠法

はどうなっているか、
その証拠として何があるか、

は、裁判地で適用される国際私法（抵触法）（一

が重要であるのは言うまでもないが、どういう法

般的には、裁判地の抵触法）によって定められる。

律が適用され、またどういう土俵で戦うかも、時

そこで、世界のどこで裁判が始まりうるかをまず

に勝敗を決する要素となることがある。そこで本

想定しないといけない。数ある候補国の中で、日

稿では、準拠法条項と仲裁・調停条項に焦点を当

本で裁判が行われる場合を想定すると、日本の抵

て、国際法務経験の比較的浅い読者を念頭に、筆

触法である「法の適用に関する通則法」を解釈・

者が日々の業務の中で実践している内容を紹介し

適用することになる。しかし、その解釈・適用の

たい。

ためには、その法律問題はどのような性質か（た
とえば債務不履行か不法行為か不当利得か）を決

Ⅱ．準拠法条項
1. 準拠法条項の意味

める、法的性質がたとえば契約の効力の問題だと
決まった場合、「最も密接な関連がある地の法」
が何かを決める、代理人の行為が絡んでいればそ

国際取引では、それぞれの取引当事者の所在す

れについても準拠法を決める、契約の方式（書面

る国の間で法律が異なることが通常であることか

の要否など）が問題であればそれについても準拠

ら、取引に関する法律関係に、どの（国、州の）

法を決める、など、場合によっては非常に複雑な

法や条約が適用されるのか、すなわち準拠法は何

作業が必要であり、しかも作業の結果、考え方に

かが問題となり、それを契約上の合意で定めるの

諸説あって結論がはっきりしない、ということも

が準拠法条項である。

ある。この作業を、数ある裁判の候補地（国や州
など）ごとに行うわけであるが、そのためには裁

2. 準拠法条項がない場合
準拠法条項があれば、原則として合意された準
拠法にしたがって契約の成立、
有効性が判断され、
また内容が解釈されるが、
準拠法条項がなければ、

判の候補地ごとに弁護士を依頼することとなり、
きわめて手間と費用がかかるうえに、明確な結論
が得られないことも少なくない。
次に、紛争解決手段が仲裁である場合、適用あ
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る仲裁法（通常は仲裁地の仲裁法）に、準拠法の

と、国際取引に関係が深い民商事法には、任意規

合意がない場合の準拠法決定方法が規定されてい

定、つまり当事者が合意した事項については合意

ることが多い。たとえば、日本の仲裁法では、仲

が法律の規定より優先するものが多いので、国際

裁廷が最も密接な関係がある国の法令を適用する

取引においては、準拠法は、契約に定められてい

とされている（仲裁法36条2項）
。また、日本を

ない事項や、契約でははっきりしない事項をどう

含めた84カ国が準拠しているとされる1）国連国際

するか、という場面で登場することが多い。例え

商取引法委員会（UNCITRAL）作成の国際商事

ば、契約の中に「瑕疵」とか「契約不適合」といっ

仲裁モデル法では、より抽象的に、
「仲裁廷が適

た用語が定義その他解釈の拠りどころとなる規定

当と認める抵触法により実質法を決定して適用す

なしで使われている場合、その用語の具体的な意

る」（仲裁モデル法28条2項）とされている。こ

味は、準拠法によって定まる。また、準拠法の中

のいずれの場合でも、仲裁廷の裁量の幅も広く、

には強行規定、すなわちその規定に反する合意よ

予測可能性は必ずしも高くない。言い方を変えれ

り優先し、そのような合意が無効となってしまう

ば、仲裁廷に準拠法を決めてもらうために、当事

規定も存在するので、そのような場面では、準拠

者が相当の手間と費用をかけて主張と立証を行う

法が決定的な役割を果たすことがある。

必要があり、かつ結果がどうなるかはっきりしな
い可能性がある。

なお、準拠法をどう合意しようが、現地法が強
行的に適用される場面もある。現地の独占禁止法

このように、準拠法が決まっていなければ、準

や、労働者・消費者・代理店保護法などにそのよ

拠法を決めるために、内部で検討するだけでも相

うな規定が多い。合弁契約を作成するときも、合

当な労力と費用を要することになるし、法的紛争

弁会社には設立国の会社法が必ず適用される。

に発展すれば、結論の見えない争いのために多大

以上を裏から言えば、契約の中で合意した準拠

な労力と費用をかけないといけなくなる恐れが十

法の強行規定や、準拠法合意にかかわらず適用さ

分にあるのである。したがって、実務的には、準

れる法は、回避できないものとして、これらに反

拠法を合意できるものなら、合意をしておくに越

して契約条項が無効とならないよう留意する必要

したことはない。

があるが、それ以外の点については、契約の中で、
それぞれの用語や概念の定義や、どういう場合に

3. 準拠法条項の交渉にどこまで執着すべきか
準拠法条項を定める場合、どの法を準拠法とす
べきか。

どういう効果が生じるといったことを詳細に規定
しておけば、準拠法によって結論が左右される事
柄はかなり少なくなる。よって、準拠法を自国法

第一候補は、自国法であろう。自国の法が準拠

以外としても、デメリットはかなり回避できるの

法になれば、企業内でも自国法の文献は手に入り

である。ただし、あまりなじみのない法が準拠法

やすく、社内外に自国法の知識が豊富な人材も得

となると、どういう場面でその準拠法が適用され

やすい。では契約当事者の双方がそれぞれの自国

るのかの見当もつかなかったり、実際に紛争に

法を準拠法にするよう主張した場合、どこまでこ

なって準拠法の解釈が必要になったときに専門家

だわるべきか。この点、筆者は、
「なじみの薄い

を見つけるのに苦労したりするので、これはなる

法を準拠法とするのはなるべく避けたほうが良い

べく避けたほうがよい。以上が私見の理由である。

が、あまりに自国法にこだわり過ぎずともよい」

準拠法の合意が困難なとき、あえて準拠法の定

と考えている。その理由を以下に挙げてみる。
契約の中で準拠法条項が働く場面を考えてみる

めを置かない、という選択をすることもある。契
約内容や相手方から、発生しそうなトラブルがだ

1）https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration/status （なお、本稿の脚注で引用
したウェブページの最終閲覧日は、すべて2021年1月6日である。）

4

68巻2号［2021.2］

03-08_国際取引契約における準拠法条項及�仲裁・調停条項の実務_児玉先生.indd 4

2021/01/26 12:25

国際取引契約における準拠法条項及び仲裁・調停条項の実務

いたい想定でき、その種のトラブルであればどの

いといけないが、まずは現地で訴訟に強い弁護士

法が準拠法になるかもだいたい想定できる、とい

を探すところから苦労することもある（取引に関

う場合である。たとえば、動産の輸出契約で、引

する相談をしている現地弁護士がいたとしても、

渡場所を日本の港、日本を仲裁地として合意して

訴訟に不慣れである場合もある）
。そして、現地

いれば、動産の品質に問題があってトラブルにな

弁護士との打合せのために、なるべくオンライン

る場合、最密接関連地として動産の引渡場所であ

での打合せを活用するにしても、どうしても顔を

る日本法が準拠法となる可能性が非常に高い（輸

合わせての打合せも必要なことがあり、そのため

出先の外国で製造物責任を問われるリスクは、契

に現地から来てもらうにせよ、こちらが現地に出

約では防ぎきれない）
。このような場合は、相手

張するにせよ、費用と時間がかかるし、コロナ禍

方がなかなか準拠法を日本法とすることに合意し

の移動制限の下では出張自体が容易ではない。さ

ないならば、準拠法条項そのものを置かないとい

らに、ほとんどの国では、裁判では現地の公用語

う割り切りもあるのである。

を使う必要があり、大量の翻訳が必要になったり、
また現地語の書類や口頭のやり取りが理解できな

Ⅲ．仲裁条項
1. 仲裁条項の意味と役割

いという事態が多発する。訴訟手続も、理解しに
くいものや、驚くほど手間やコストのかかるもの
があり、例えば提出書証に公証人による公証を得

わが国の仲裁法では、仲裁合意とは、
「既に生

なければならないとか、アメリカのように広範な

じた民事上の紛争又は将来において生ずる一定の

ディスカバリ（証拠開示）や陪審手続を経なけれ

法律関係（契約に基づくものであるかどうかを問

ばならないという場合もある。その他、一審判決

わない。
）に関する民事上の紛争の全部又は一部

までに10年以上要するのが当たり前の、訴訟遅

の解決を一人又は二人以上の仲裁人にゆだね、か

延が著しい国、判例が公開されていないことや裁

つ、その判断に服する旨の合意をいう。
」と定義

判官の訓練が十分でないことによって判決が予想

されている（仲裁法2条1項）
。

困難な国、地元びいきや賄賂の横行などにより、

この仲裁合意には、
「紛争解決手段として裁判

公正な裁判が期待できない国もある。このような

を排除する」という意味も含まれている。裁判と

事情により、外国で裁判を起こされただけで、争

比べた仲裁の積極的なメリットとしては、①外国

うことを断念し、泣く泣く相手に有利な和解をせ

仲裁判断の執行に関するニューヨーク条約に165

ざるを得ないというケースも、中小企業を中心に

カ国以上が加盟していることにより、裁判の判決

多発している。

に比べて国際的な執行が容易である、②当事者の

このような次第で、国際取引においては、裁判

合意により柔軟に手続を設計できる（例えば、コ

を避け、仲裁を最終的な紛争解決手段として選択

ロナ禍による移動制限の下でもオンラインで審理

し定めることが、主流となっているのである。

を進めることもできる、当事者が中立公正な仲裁
人を選ぶことができる等）
、③秘密保持を図りや

3. 仲裁条項における仲裁地と審問場所、リモー

すい、等が挙げられるが、これらについては多く

ト審問

の文献で解説されているので、
本稿では詳述せず、

仲裁は、仲裁合意がなければ行われず、また合

以下、仲裁合意がないために外国で裁判する場合

意（合意された仲裁規則や、仲裁が始まってから

に、予期せぬトラブル・ストレスにさらされかね

の合意を含む）に従って実行される。そこで仲裁

ない、という点を説明したい。

条項をどのようにドラフティングすべきかも重要
な課題であるが、この点についても文献は多い2）

2. 仲裁条項がない場合
外国での裁判となると、現地弁護士を依頼しな

ので、本稿では、仲裁地と審問場所の使い分け、
仲裁地または審問場所として日本の都市を合意す
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るメリット、そして近時話題となっているリモー

なかった事実に言及するようなことが往々にして

ト審問、に絞って説明したい。

生じる。審問の現場でその事実が本当かどうか確

（a）仲裁地の意義

認したいと思うものの、審問場所に持ち込んだ資

仲裁地というのは、法律上の概念であり、主と

料（パソコンに保存したファイルを含め）では確

して、
「その場所の仲裁法が適用される」
「仲裁判

認できず、本社の資料を探せば確認できるはずだ、

断の取消し等、仲裁に関する裁判は、その場所の

ということがある。そのようなときに、時差なく

裁判所が管轄する」という意味を持つ。証人尋問

本社に連絡し、場合によっては誰かが本社と審問

その他の審問手続が行われる場所（審問場所）は

場所を行き来することによって、そのような事実

3）

仲裁地でなくてもよい し、仲裁判断書の署名を

の確認を行い、直ちに反論することができれば、

仲裁地で行うという必要もない。ただ、
実務上は、

仲裁廷の心証を引き寄せるきっかけともできるの

特に支障がない限り、仲裁地を審問場所とするこ

である。したがって、筆者は、仲裁地はできる限

とが多い。なお、仲裁条項で単に “arbitration in

り日本の都市で合意するよう助言をしているが、

Osaka” というように規定した場合、大阪は仲裁

交渉でいかにして日本での仲裁を獲得するかの工

地の指定であると解されるのが通常であるが、疑
義がないようにするべく、“arbitration seated in
Osaka”などと規定することもある。
（b）仲裁地を地元とするメリット
日本企業にとって、仲裁地や審問場所を日本国

夫については、紙数の関係で別稿に譲りたい。
（c）オンライン審問
仲裁地・審問地をめぐる最後のトピックとして、
近時、コロナ禍で急速に広がっているオンライン
（バーチャル、リモート）審問について一言する。

内とすることは、さまざまなメリットがある。ま

コロナ禍によって、特に国境を越えた移動制限が

ず、審問にあたって出張が不要となると、証人や

継続しているが、そのような中でも、関係者がそ

日本の代理人の出張経費が掛からないし、証人が

れぞれ自国（場合により自宅）にとどまったまま、

海外出張に慣れていない場合でも、国内であれば

複数国の複数拠点をオンラインで結んで審問を行

安心である。証人が会社のトップあるいは役員で

うことが、現時点4）ではむしろ原則のようになっ

ある場合、そのような重要人物が紛争解決のため

ている。リモート審問は、当事者が仲裁条項等で

に数日間海外で缶詰めにされることは会社に大き

明確にリモート審問ができると規定していれば当

な痛手となりうるが、日本国内であればそのよう

然実施可能であるが、当事者の合意がなくても、

な心配もない。以上述べたメリットは、どちらか

適用ある仲裁法、仲裁規則がこれを排除していな

と言えば中小企業にとって意味が大きいかもしれ

ければ、仲裁廷の決定によって開催可能である。

ないが、大企業にもメリットはある。審問では、

リモート審問の留意点や進行要領については、世

原則として相手に不意打ちとなるような主張立証

界の仲裁機関、仲裁施設、法律事務所等が記事を

は避けるものではある（審問開始前に主張や書証

発表しており、日本語でも、筆者も関与している

の提出は済ませておくべきである）
が、
そうはいっ

日本国際紛争解決センター（JIDRC）が、2020

ても、尋問における質問や答えの中、あるいは尋

年11月に、主要な記事のリンク先や要旨の紹介、

問前の冒頭陳述（オープニング・ステートメント）

リモート審問を実施する際の当事者・仲裁廷の合

などで、相手方がそれまでの手続では出てきてい

意書案をウェブサイト上で公表している5） ので、

2）一例として、「IBA Guidelines for Drafting International Arbitration Clauses」(https://www.ibanet.org/
Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx）より英語版、日本語版等のダウンロード可能。
3）従前から、関係者が仲裁地に赴くためのビザが下りないとか、仲裁地で仲裁手続への妨害が想定される、仲裁地
が政情不安で安全確保に不安がある、といったような場合に、仲裁地以外を審問場所とすることがしばしば行われて
いる。
4）本稿における現時点とは、最終校正日である2021年1月6日時点のことである。
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国際取引契約における準拠法条項及び仲裁・調停条項の実務

詳細はそちらをご参照いただきたい。

者の率直な真意を聞き出し、そのうえで、場合に
よっては法的争点となっている以外の点も含めた
調整を試み、ときには当事者間の話し合いのサ

Ⅳ．調停条項

ポート役に徹し、ときには話し合いが決裂したら

世界で仲裁件数が増加するにつれ、大企業間で

どうなるかを共に考え、ときには法的紛争となっ

あらゆる論点で力の限り戦うケースや、情勢不利

た場合の予測も検討することなどによって、合意

な場合に何とか仲裁手続を引き延ばして和解に持

に達する確率を高めようとする。このように、仲

ち込もうとしているやに見受けられるケースも増

裁よりも早く安く結論が出て、成功確率も調停人

えており、その結果、一部の仲裁事件では、訴訟

や調停機関によっては70〜90％というデータもあ

と同じかそれ以上に解決までに時間や費用が掛か

り、また双方納得して合意できるため当事者間の

るようになってきている。

関係性も維持修復できる、というメリットがある

これに対し、仲裁の中でも、仲裁人がより積極

ことから、国際調停が注目されているのである。

的に争点整理等の事件管理を行って迅速安価な解

なお、私的な調停合意は、従来、それだけでは

6）

7）

決を図ろうという動きや、迅速仲裁 や緊急仲裁

直ちに執行ができなかった。しかし、特に国際商

という新ルートを作って一定の案件を早期に解決

事調停では、調停が成立しても任意に履行されな

しようという動きなども活発になっている。

いこともあり、その場合に改めて裁判や仲裁をや

このような中、近時、調停に対する注目も高まっ

り直すのでは負担が重いことから、私的な調停合

ている。調停は、紛争当事者が中立な第三者を間

意に国際的な執行力を付与するため、
「調停によ

に入れて話し合いをして、合意による紛争解決を

る国際的和解合意に関する国際連合条約」
（いわ

目指す手続である。日本では、裁判所による調停

ゆるシンガポール条約）が起草され、2020年9月

に長年の歴史があり、相当数の利用もあるが、と

に発効した。日本は現時点でこの条約に未加盟で

きとして、①1～2カ月に1度の期日が何回も開か

あるが、加盟を強く意識した議論が、現在政府の

れ、終了までに半年、1年あるいはそれ以上かか

法制審議会で進んでいる。

ることもある、②調停委員が、当事者の間を取っ

調停もまた、手続に入る合意がなければ始まら

たような案しか出さずに納得感がなかったり、あ

ない。そこで、国際取引契約に調停条項を入れる

るいは十分な証拠の検討をすることなく「判決な

動きも広がっている。調停条項を入れるか入れな

らこうなる」と勧めるものの当事者が納得できな

いか、入れるとしてどのような条項が良いかにつ

かったりで、話し合いが成立せず、時間の無駄に

いては、大まかに言って3つの考え方がある。

なる、という不満が聞かれることもある。これに

第1は、調停の効用を重視し、仲裁の前に調停

対し、近時注目が高まっている国際調停では、①

を行う義務を定める考え方である。JCAAのウェ

丸1日か2日程度集中して話し合いを行い、そこで

ブサイトに掲載された調停条項例8）は、この考え

和解成立か不成立かの結論を出すために、短期間

方に立つものである。

で済み、それに伴って費用も相対的に安くなるし、

第2の考え方は、第1の考え方と対極的に、当

②心理学的な要素を含めた専門的な訓練を受けた

事者は話し合いたいと思えばいつでもどのような

調停人が、当事者が話したことは同意がない限り

形でも話し合いをする自由と知恵があるうえ、当

絶対に相手には伝えないという前提の下で、当事

事者間の交渉が決裂して仲裁必至となっている段

5）https://idrc.jp/ 中の2020年11月27日付NEWS
6）仲裁規則によりバリエーションがあるが、一定金額以下の事件について、場合により証人尋問を省略するなどして、
3カ月や6カ月をめどに仲裁判断を出す制度。
7）仲裁廷が構成される前に、仲裁機関等が選んだ緊急仲裁人が、2週間程度で暫定的な（仮の）判断を出す制度。
8）https://www.jcaa.or.jp/mediation/agreement.html
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階では、当事者間の感情対立が激しすぎて、とて

日本で国際調停を実施している機関としては、

も調停成立の機運がない場合もある、よって調停

JCAAのほかに、日本仲裁人協会（JAA）と同志

に関する事前の合意は一切不要である、とする。

社大学が設置した京都国際調停センターも存在

第3は、第2の考え方に近いものの、契約に「調

し、そちらを利用する場合は、JCAAの代わりに

停をすることも可能である」旨を書き込んでおけ

“Japan International Mediation Center in Kyoto

ば、当事者が折に触れて調停の可能性に思いを致

（the ‘Center’）” 、また適用規則名は “Mediation

し、調停に踏み出すきっかけを与えられる、とい

Rules” と規定することになる。調停の場所は仮

う考え方である。筆者自身は基本的にこの第3の

に京都としているが、東京、大阪その他の都市で

考え方に立っており、この考え方による調停条項

も差し支えない。

の一例は、以下のようなものとなる（仲裁条項は
別途定めることになる）
。

Ⅴ．おわりに

The parties hereto may at any time,

本稿では、紙数の都合や、分かりやすさを重視

without prejudice to any other proceedings,

する目的で、論述を別稿に譲ったり、文献を引用

seek to settle in Kyoto, Japan, in accordance

するだけにとどめたりした部分も多々あるが、本

with the Commercial Mediation Rules of the

稿が、国際取引契約における準拠法条項や紛争解

Japan Commercial Arbitration Association,

決条項の重要性や、条項作成の際の基本的留意点

any disputes, controversies or differences

につき、理解を深めるきっかけとなれば幸いであ

which may arise between the parties hereto,

る。

out of or in relation to or in connection with
this contract.
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企業間紛争と仲裁・調停の基礎（上）

小島国際法律事務所

出井直樹

弁護士

小島国際法律事務所

髙橋直樹

Naoki Idei

弁護士

Naoki Takahashi

４．仲裁・調停の費用と時間
Ⅰ．はじめに

Ⅴ．手続終了後の段階

１

本稿の主題

２

国 際的な企業間紛争のスタンダードな

Ⅵ．終わりに

３

紛争解決方法の種類

４

国際仲裁手続の全体像

Ⅰ．はじめに

５

仲裁手続の非公開の意義

本稿は、2020年11月19日に開催された日本商事

６

被 申立人が仲裁手続に事実上参加しな

仲裁協会（JCAA）と小島国際法律事務所が共催

い場合の取扱い

した「企業間紛争と仲裁・調停の基礎」と題する

解決方法としての仲裁

Ⅱ．契約締結段階

ウェビナーでの講義内容を文章化したものである
（講義後の質疑応答の内容も適宜反映している）1）。

１

仲裁合意の意義・効力

２

仲 裁条項のドラフティングにおける留

３

問題となり得る仲裁条項

４

調停合意の意義・効力

１

意点

本稿の主題

本稿では、企業間紛争、特に国際的な企業間紛
争に関してスタンダードな解決方法とされる仲裁

Ⅲ．紛争発生段階

について、当事者となる企業が押さえておくべき

１

紛争解決方法の選択に関わる要素

基本的事項を説明する。主に仲裁を取り扱うが、

２

紛争発生時の法務部門の対応事項

近時注目される調停にも触れる。実際の企業間紛

３

国際仲裁に関わる暫定保全措置

争における仲裁・調停の進行に従い、契約の締結、

（以上、本号）

紛争の発生、手続の開始・遂行、手続終了後と、

（以下、次号）

段階を追って解説する。

Ⅳ．手続開始・遂行段階
１．仲裁手続の概要

２

２．調停手続の概要

法としての仲裁

３．仲裁と調停のハイブリッドの手続

国際的な企業間紛争のスタンダードな解決方

紛争が発生し、当事者間の交渉で解決しない場

1）講義では、出井がⅠ・Ⅳ・Ⅴ・Ⅵを、髙橋がⅡ・Ⅲを担当した。
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合、
どういう場で紛争を解決するかが問題となる。

あり、いずれの当事者も調停手続開始後に任意に

国際的な企業間紛争の場合、互いに相手の国の裁

離脱でき、かつ、調停人が示す和解案は両当事者

判所での紛争解決を回避することが多い。その理

が受諾して初めて拘束力を生じる（つまり、和解

由として、自国とは法制度・法的手続が異なるこ

案を断る自由を有する）
。仲裁が拘束的な手続で

と、相手の国に出向かなければならないこと、一

あり、調停が非拘束的な手続であるという違いは、

部の途上国では裁判官の汚職や自国企業優遇等の

紛争解決方法の選択にあたって押さえておくべき

懸念が存在すること等が挙げられる。その結果、

最も基本的な点である。

裁判ではない紛争解決方法として仲裁が選択され
ることが多くなる。

他の紛争解決手続として、早期中立評価（early
neutral evaluation）というものがある。この手続

日本国内の企業同士の紛争に関しては、日本の

は中立の第三者が紛争に関する当事者の主張を聴

裁判所に対する信頼があることから、国際的な紛

取し証拠を検討した上で、一定の法的評価を示す

争と比較すると仲裁が利用されることが多いとは

ものである。第三者の評価が非拘束的である点は

言えないが、非公開で手続を行いたい場合、間に

調停と同じであるが、第三者は原則として評価を

入って裁く者に特定分野の高度の専門性が必要で

示すだけであり、両当事者の間の和解交渉を仲介

ある場合、又は、特に迅速に紛争を解決したい場

することはない点で調停とは異なる。

合等には、仲裁のニーズがある。
仲裁には、規則等を備えた常設仲裁機関で行う
機関仲裁と、事件ごとに当事者の合意で選任され
る仲裁人によって行われるアドホック仲裁と呼ば

４

国際仲裁手続の全体像

国際仲裁手続の全体像はおおよそ下の図の通り
である。
国際仲裁手続の全体像

れる形態の仲裁がある。数としては機関仲裁が多
いと思われる（アドホック仲裁の数がどの程度あ
るかはわからない）
。
３

紛争解決方法の種類
紛争解決方法としては、一般に、交渉、裁判、

仲
裁
合
意

裁 判 外 紛 争 解 決 方 法（Alternative Dispute

仲
裁
申
立
て

答
弁
書
提
出

仲
裁
人
の
選
任
完
了
・
仲
裁
廷
の
成
立

手
続
準
備
会

文
書
開
示
・
主
張
書
面
・
書
証
等
の
提
出

審
問
期
日
︵
証
人
尋
問
等
︶

仲
裁
廷
に
よ
る
合
議

仲
裁
判
断
書
の
作
成

仲
裁
判
断
書
の
交
付

仲
裁
判
断
の
執
行

Resolution＝ADR）の3つがある。
ADRの中でも、大きく分けて、拘束的な手続
である仲裁（arbitration）と、非拘束的な手続で

まず仲裁合意が存在し、その仲裁合意に基づく

ある調停（mediation、conciliation）がある。仲

仲裁申立てにより、仲裁手続が開始する。線で囲

裁は、当事者が一定の紛争を合意（仲裁合意）に

まれている仲裁申立てから仲裁判断書の交付まで

より中立の第三者（仲裁人）の判断に委ね、その

が仲裁手続である。

判断（仲裁判断）に拘束されるという手続である。
調停は、
当事者間の紛争を中立の第三者（調停人）
の仲介により合意（和解合意）によって解決する
手続である。

５

仲裁手続の非公開の意義

仲裁には非公開という特色がある。日本では裁
判は憲法上公開されることが原則であり、他の多

仲裁合意をすると、合意の当事者から申立てが

くの国でも裁判は原則として公開される。これに

あれば、その相手方は仲裁手続への参加を強制さ

対し、仲裁は非公開で行うことができ、実際にも

れ、離脱はできず、紛争に関する仲裁人の判断に

圧倒的多数の仲裁が非公開で行われている。

拘束されることになる。これに対し、調停は、調

仲裁人は仲裁手続の内容やその結果を当事者双

停を申し立てられた者が手続に応ずるかは任意で

方の同意なく他に開示することは許されない。当

10
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事者が仲裁手続の内容やその結果を相手方の同意

出すべきである。

なく他に開示できるかは、当事者間の合意及び選
択した仲裁機関の規則の定めによる。例えば、
JCAAの商事仲裁規則42条1項は「仲裁手続及び
その記録は、非公開とする」と定め、同2項は「仲

Ⅱ．契約締結段階
１

仲裁合意の意義・効力

裁人、JCAAの役職員、当事者、その代理人及び

仲裁合意とは、当事者間の一定の範囲の紛争の

補佐人その他の仲裁手続に関係する者は、仲裁事

解決を第三者（仲裁人）の判断（仲裁判断）に委

件に関する事実又は仲裁手続を通じて知り得た事

ね、その判断に拘束される旨の合意をいう。紛争

実を他に漏らしてはならず、これらに関する見解

発生後に仲裁合意をすることも可能であるが、紛

を述べてはならない。ただし、その開示が法律に

争が生じている当事者間で紛争解決方法について

基づき又は訴訟手続で要求されている場合その他

合意することは容易ではなく、多くの仲裁合意は

の正当な理由に基づき行われる場合には、この限

契約書の中の紛争解決条項として含まれる。

りでない。」と定めている。したがって、当事者

仲裁合意がないと仲裁申立てはできず、仲裁に

が仲裁手続の内容を他に開示することやプレスリ

より紛争を解決することはできない。逆に、仲裁

リース等で公表することは禁じられる。なお、上

合意がある場合、一方当事者が訴訟を提起したと

場企業が取引所規則上開示義務を負う場合、上記

しても、相手方当事者が仲裁合意の存在を妨訴抗

規則の「その他の正当な理由」に該当し、開示が

弁として主張すれば、訴えが却下されることにな

義務付けられる範囲での開示は許されると考えら

り（仲裁法14条1項）、裁判により紛争を解決す

れる。

ることはできない。なお、仲裁合意が存在する場
合でも、当事者は裁判所に保全処分を申し立てる

６

被申立人が仲裁手続に事実上参加しない場合

の取扱い
一方当事者が仲裁を申し立てたにもかかわら

ことは可能である（仲裁法15条）
。仲裁合意に基
づく仲裁手続の結果として下される仲裁判断は判
決と同一の効力を有する（仲裁法45条1項）。

ず、相手方当事者が仲裁手続に事実上参加しない
場合もある。その場合でも仲裁手続は進行し、申

２

仲裁条項のドラフティングにおける留意点

立人の主張とその提出した証拠に基づいて仲裁判

仲裁合意（仲裁条項）はシンプルかつ短いもの

断が下される（仲裁法33条3項、JCAAの商事仲

がよい。仲裁条項に問題があると、その条項の解

裁規則45条2項）
。被申立人が仲裁手続に出席せ

釈・適用に関して当事者が争うことになり、余計

ずかつ書面での主張提出も行わない場合でも、仲

な費用と時間がかかってしまう。仲裁条項が長く

裁廷は、被申立人が申立人の主張を認めたものと

なるほど紛争の種が増える。

して取り扱ってはならないが（仲裁法33条2項、

基本的には、仲裁機関を利用しないアドホック

JCAAの商事仲裁規則45条1項）
、被申立人が仲裁

仲裁ではなく、仲裁機関を利用する機関仲裁を推

手続に参加・対応しなければ、申立人の主張と証

奨する。そして、定評のある仲裁機関を選択し、

拠だけで審理が行われるので、そのような被申立

その仲裁機関のモデル仲裁条項をベースにして仲

人は多くの場合圧倒的に不利になる。

裁条項をドラフトすることが、余計なトラブルを

仲裁判断が出てから仲裁判断取消し等で仲裁判

回避する上で有益である。例えば、JCAAの商事

断の効力について争うことも考えられるが、仲裁

仲裁規則によって仲裁を行う場合（仲裁地を東京

判断の効力を事後的に否定することは容易ではな

とする場合）のモデル仲裁条項は、以下のような

い。仲裁を申立てられた場合、仲裁合意の無効等

内容である。

を主張して仲裁廷の権限を争う場合であっても、
仲裁手続には参加し少なくとも書面での主張は提

「この契約から又はこの契約に関連して生ずるこ
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とがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、

者の費用全体の7～8割は代理人の報酬・費用で

一般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に

あり、仲裁人報酬が増えることによる費用全体へ

従って仲裁により最終的に解決されるものとす

のインパクトはそれほど大きくない。結果から見

る。仲裁地は東京（日本）とする。
」

れば、仲裁人が1人である事案の方が、仲裁人が

“All disputes, controversies or differences arising

3人である事案よりも、仲裁手続に要する時間が

out of or in connection with this contract shall be

短く、必要となる費用も少ない傾向にあるが、お

finally settled by arbitration in accordance with

そらくその理由は、複雑又は重大な事案では仲裁

the Commercial Arbitration Rules of The Japan

人を3人とすることが多く、そうではない事案で

Commercial Arbitration Association. The place

は仲裁人を1人とすることが多いことが原因であ

of the arbitration shall be Tokyo, Japan.”

るとも考えられ、仲裁人を3人としたこと自体が
原因で時間と費用が増大しているかは検証されて

上記仲裁条項では、JCAAの商事仲裁規則に

いるわけではない。

よって仲裁を行うことと仲裁地を東京とすること
が合意されている。これらの他に仲裁人の人数や
仲裁手続で使用する言語について合意することも
よくある。なお、仲裁地は、どの国の仲裁法が適

３

問題となり得る仲裁条項

実務経験を踏まえ、問題となり得る仲裁条項を
簡潔に紹介する。

用されるかを決定する基準となるが、口頭審理

1つ目は仲裁により紛争を終局的に解決するこ

（Oral Hearing又は単にHearingと呼ばれる）は仲

と が 明 確 で は な い 条 項 で あ る。 例 え ば、“all

裁地とは別の地で開催することも可能である。実

disputes may be settled”という表現の場合、仲裁

務上は仲裁地と口頭審理を開催する場所が同じに

手続でもそれ以外の手続でも紛争を解決できると

なることが多い。

解釈し得、紛争の解決を第三者である仲裁人に委

仲裁人の資格・要件（実務家か研究者か、専門

ね、その判断に拘束される意図があるかが不明確

分野の知識を有するかどうか、等）を予め合意す

である。JCAAのモデル仲裁条項のように“shall”

る例もあるが、仲裁人になることができる者を限

を用いることで余計な疑義を回避できるだろう。

定することになり、実際に仲裁人を探す際に苦労

2つ目は仲裁機関が特定されていない条項であ

する、又は、その資格・要件を充足しているかど

る。単なる書き間違えであることもある。仲裁機

うかに関して当事者間で争いとなるという事態を

関は略称で表現されることが多いが、仲裁条項を

招きかねないので、一般的には推奨しない。

ドラフトする際には正確な仲裁機関名を確認する

仲裁人を3人とすべきか1人とすべきかにつき、

手間を惜しむべきではない。

3人の方が仲裁手続に要する時間と費用が増える

3つ目は多段階型紛争処理条項（仲裁前に「調

との議論がある。時間に関しては、3人の仲裁人

停」や「誠実な交渉」等の他の紛争解決手続を経

の予定が合わないことにより手続に要する時間が

ることを要求する条項）である。特に、「誠実な

長くなること、費用に関しては、仲裁人報酬が増

交渉」を前置する要件は問題を生じさせることが

えることにより当事者の負担が増えることが指摘

ある。筆者が実際に担当した事案でも、誠実な交

されることがある。前者に関しては、仲裁手続の

渉であったか、一定期間（例えば「30日以上」）

スケジュールが手続の初期段階の手続会合で決め

誠実な交渉を継続する旨の要件を充足したかが争

られることが多く、仲裁人が3人となることで仲

われていた。事前の合意がなくとも当事者間で仲

裁手続全体に要する時間が長くなることはそれほ

裁手続前に交渉を行うことは可能であるので、紛

ど多くない。後者に関しては、仲裁人が3人であ

争の種を増やすような手続要件を定めることは推

る場合の仲裁人報酬は仲裁人が1人である場合の

奨しない。調停前置の合意についても、そのよう

2倍から3倍にはなるが、仲裁手続に要する当事

な合意があるのに調停を経ずに仲裁を申し立てた

12
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場合に仲裁申立てが不適法になるかが問題とな

性等）、⑥訴訟・仲裁における勝訴可能性、⑦訴訟・

り、仲裁手続だけを考えると紛争の種を増やすこ

仲裁の所要時間・費用、⑧人的リソースといった

とにもなりかねないが、まず調停を試みる方がよ

要素を考慮することになる。

いという場合も多々あり、仲裁手続の側からだけ
見て適否を議論することは適当ではないであろ
う。

２

紛争発生時の法務部門の対応事項

紛争が発生した場合に法務部門が対応すべき事
項としては、①裁判所の保全処分の要否の検討、

４

調停合意の意義・効力
調停合意とは、当事者間の紛争を第三者（調停

人）の仲介により、合意（和解合意）により解決
することに関する合意である。仲裁合意と同様に

②勝訴可能性の大まかな検討、③訴訟・仲裁に関
する所要時間・費用の概算、④関係部署等と連携
する体制の構築等が挙げられる。
①につき、裁判所での保全処分の要否の検討は

紛争発生後に調停合意をすることも可能である。

早期に行うべきである。相手方の行為により重大

紛争発生後に調停合意がされる事案は一定数存在

な被害が発生し、かつ、相手方の行為が継続され

するという印象である。

ると取り返しがつかなくなる場合、保全処分を行

当事者が調停人の和解案に合意すれば、その合

う必要性が高まる。例えば、自社の主たる事業の

意は和解契約として当事者を拘束するが、その合

製品供給に関する継続的供給契約を正当な理由な

意に執行力（それを用いて強制執行を行うことが

く突然一方的に解除された場合、自社の重要な営

できる効力）は認められない。調停による和解の

業秘密が競業他社に不正利用されている場合等

執行力の問題に関しては、国際商事調停における

は、保全処分を検討すべき事態であろう。保全処

和解に執行力を付与するシンガポール条約

分を契機に当事者間で和解の機運が高まることも

（United Nations Convention on International

ある。仲裁合意が存在する場合でも、裁判所への

Settlement Agreements Resulting from

保全処分の申立ては妨げられない点は重要であ

Mediation）に多くの国が署名・批准する動きが

り、認識しておく必要がある。なお、仲裁廷にも

あることは把握しておくとよい（本稿執筆時点

暫定保全措置の権限があるが、日本の現行法上執

〔2020年12月〕では同条約に日本は署名していな

行力が認められていない点には留意すべきである

い）。

（現在法務省の法制審議会仲裁法制部会において、
執行力を認める改正案が検討されている）。

Ⅲ．紛争発生段階
１

紛争解決方法の選択に関わる要素

②につき、関連契約や重要なやり取り等を収集・
分析し、法的論点と自社の強み・弱みを大まかに
把握すべきである。訴訟・仲裁手続で解決する方

紛争が発生した場合、紛争解決方法を選択する

針である場合だけでなく、当事者間の交渉による

必要がある。その際、裁判・仲裁等の法的手続を

解決を目指す場合であっても、自社の立場が強い

利用するか、法的手続の中でも裁判所の保全処分

か弱いかを正しく認識しておく必要がある。正し

を利用するか、どのタイミングで法的手続を利用

い認識がないと、和解で解決できるはずの事案を

するか等を検討する必要がある。

訴訟・仲裁手続で解決することになって余計な時

紛争解決方法の選択にあたっては、網羅的では

間・費用がかかる事態や安易な妥協をしてしまう

ないが、例えば、①係争額、②緊急度（裁判所の

事態を招くことになる。紛争発生時に訴訟・仲裁

保全処分の要否等）
、③相手方との関係（取引継

になった場合の結果の見通しに関する暫定的な意

続の要否等）
、④今後の事業への影響（係争額に

見を法律事務所に依頼する企業もある。

表れない重要性等）
、⑤他の案件への影響（他の

③につき、訴訟・仲裁に関する所要時間・費用

取引先に対して自社の厳しいスタンスを示す必要

について正確に特定することは容易ではなく、期
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間に関しては年単位、費用に関しては数百万円か

ておくべきである（緊急仲裁人制度は、仲裁廷の

数千万円かという程度の精度になることもある

構成を待つことができない事態に対応するため、

が、その程度の情報でも、方向性を決定する上で

仲裁廷構成前に緊急仲裁人による保全措置命令を

は有益な情報となり得る。

可能にする制度である〔JCAAの商事仲裁規則75

④につき、仲裁手続は手続の初期の段階で決め

条～79条を参照〕）。

られるスケジュールに従って進行することが通常

暫定保全措置は、当事者間の書面の主張と証拠

であり、かつ、主張書面の提出の機会は日本の裁

のやり取りだけで仲裁廷が判断する場合もあれ

判手続と比較すると少ないので、必要な情報を適

ば、暫定保全措置の是非を判断するために口頭審

時に準備することが重要である。仲裁手続のス

理を開くこともある。筆者が最近仲裁人を務めた

ピードに対応できるよう、関係部署等との連携の

継続的契約の解除が問題となった事案では、申立

体制は早期に構築しておくことが望ましい。

人（解除される側）が契約の現状維持を求めて仲
裁廷による暫定保全措置を申し立て、口頭審理を

３

国際仲裁に関わる暫定保全措置
国際仲裁に関わる暫定保全措置として、裁判所

における保全処分のほか、仲裁廷による暫定保全

行った上で仲裁廷が2カ月程度で判断を下した。
この事案では証人尋問は行わなかったが、当事者
代表者及び社員が一部意見陳述を行った。

措置及び緊急仲裁人制度が存在することは把握し
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和解あっせん実務上の諸問題研究（2）

和解あっせん手続における手続実施場所・現地見分について
同席方式、別席方式それぞれの実務上の問題点

新大塚いずみ法律事務所

塚越邦広

弁護士

Kunihiro Tsukagoshi

銀座中央総合法律事務所

坂井雄介

弁護士

Yusuke Sakai

九州大学法学研究院准教授

入江秀晃

Hideaki Irie

和解あっせん手続における手続実施場所・
現地見分について／塚越邦広
Ⅰ

問題
二弁仲裁センター運営細則３条１項には、「仲

裁手続期日、和解あっせん手続期日及び各手続の
ための準備期日（以下「期日」と総称する。）は、
弁護士会館（以下「会館」という。
）内又は仲裁

下のような形で手続に反映されている。
（ⅰ）請求内容について特に制限がないこと（少
額事件を除き、申立内容に応じて申立手数料が変
わることはない）
（ⅱ）あっせん人の選定について希望を出すこと
ができること
（ⅲ）和解内容について当事者の合意のもとに自
由に定めることができること1）

センターの指定する場所において開催する。ただ

（ⅳ）期日の開催日時を土日や夜間に設定するこ

し、現場検証又はこれに準ずる必要がある場合、

とや、期日の開催場所を変更することも事情によ

仲裁人又はあっせん人（以下「仲裁人等」という。）

り認められていること2）

は、任意の場所において期日を開催することがで
きる。
」とある。
では、どのような場合に会館外での期日開催が

（b）民事訴訟においても、やむを得ない場合に限
り、期日を日曜日その他の一般の休日に指定する
ことができるものの（民事訴訟法93条2項）、通

認められるべきか。また、その際にはどのような

常そのような指定はなされない。また、裁判所は、

点に注意すべきか。

裁判所外において進行協議期日における手続を行
うことができるものの（民事訴訟規則97条）
、実

Ⅱ

考え方

1. ＡＤＲの柔軟性との関係

際には検証を要するケースに進行協議期日を活用
するケースが多いと思われる。

（a）ＡＤＲの特徴の1つとして柔軟性が挙げられ

（c）会館外の期日開催の判断はあっせん人の判断

るところ、二弁仲裁センターにおける柔軟性は以

に委ねられるものの、二弁仲裁センターにおける

1）あっせん人は，「その和解が強行法規又は公の秩序若しくは善良の風俗に反する等相当でない」（二弁仲裁センタ
ー仲裁手続及び和解あっせん手続細則27条1項）かどうか判断する。
2）「和解あっせん手続及び仲裁手続は，原則として弁護士会館で行いますが，それ以外の場所で行うこともできます。
当事者が入院していれば病院で話を聴くこともできますし，交通事故現場等に出向いて期日を開くこともできます。
マンション管理をめぐる多数当事者間の紛争では，実際にマンションで多数の出席を得て期日を開いたこともありま
す。また，仲裁人・あっせん人の事務所で夜間に開いたこともあります。」（二弁仲裁センター『仲裁センター実務マ
ニュアル７訂版』(2017年12頁）
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ＡＤＲの特色の1つとして、柔軟な運用がなされ

このケースの場合、二弁仲裁センターでは、事

るべきである。

務局から嘱託の弁護士に意見を求めた上で、土日

2. 会館外での期日開催のメリット・デメリット

対応が可能なあっせん人に依頼する形となってい

（a）メリット

る（土日対応可能なあっせん人の名簿はない）。

（ⅰ）利用者の拡大

そのため、実際にはそのような要望が出された場

土日祝日や平日の夜に期日を開催することによ
り、平日の昼間に出頭できない当事者も、手続を

合、特定のあっせん人に依頼する形が多くなって
いる可能性がある。
（c）その他特殊事情がある場合5）

利用することができる。
（ⅱ）事実認定への寄与

当事者が病気等で会館内での期日を開催するこ

現地見分を行った場合、写真等よりも正確な事

とが困難であるケース（③）。

実認定が期待できる。
Ⅲ

（ⅲ）和解成立へのインセンティブ
現地見分を行った場合、
「あっせん人に現地を

実務上のポイント

1. 各ケースの注意点

見てもらった。
」ということ自体が和解成立に向

（a）ケース①について

けてのインセンティブとなる。

（ⅰ）争点整理が適切に行われていること

（b）デメリット

早期の段階で現地を確認してほしいとの申し出

（ⅰ）あっせん人の負担が大きくなること

が当事者からなされたとしても、争点整理が不十

会館で期日が行われる場合には、期日調書の準

分であると充実した現地見分を行うことができ

備等の事務作業について事務局に対応してもらっ

ず、再度の現地見分を要する等の事態が生じる可

ているが、それらの作業をあっせん人ないし補助

能性があるため、争点整理がある程度なされた段

者にて対応しなければならない。なお、あっせん

階で現地見分を行う必要があるかどうか検討すべ

人の事務所で期日を開催した場合、あっせん人の

きである6）。

3）

報酬が加算されるものではない。

（ⅱ）当日の流れの確認

（ⅱ）新たなトラブルが生じる可能性があること

現地見分当日に具体的にどのような流れで何を

現地見分を行う場合、当事者双方が立ち会って

行うのかを当事者との間で事前に確認するととも

いる状況になり、場合によっては当事者間で口論

に、現地見分後の手続を円滑に行うため、現地見

になる等、
新たなトラブルが生じるリスクがある。

分後のスケジュールについても確認すべきである。

3. 会館外での期日を行うニーズ

加えて、当事者に対しては現地見分の趣旨を説明

（a）現地見分を行う必要性がある場合

したうえで、当日は議論するものではなく、発言

住宅の瑕疵担保責任の有無等を確認するために
4）

当該住宅を実際に現地で確認するケース（①） 。
（b）当事者の都合等で二弁の業務時間外に手続を
行わざるを得ない場合

については留意してもらうよう伝えるべきである。
（ⅲ）記録化
あっせん人と補助者との間で、どのような形で
記録化（写真、動画、テープレコーダー等）すべ

あっせん人事務所において夜間ないし土日に期
日を開催するケース（②）
。

きかを検討すべきである。また、当事者に対して
も、当日の記録化の方法について確認すべきであ

3）弁護士会館を起点とし50キロメートルを超える場所で期日を開催した場合に出張日当が発生する（「あっせん人・
仲裁人等の出張手当に関する取り扱い指針」）。
4）あっせん人が期日前に独自に現地を確認する場合もある。
5）2020年11月現在、二弁仲裁センターでは原則としてウェブ会議システム（Zoom等）を利用した形で期日が行われ
ている。
6）「東京地裁書記官に訊く—建築確認訴訟・借地非訟 編—」LIBRA vol.10 No.11(2010) 8頁。
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る（例えば、一方当事者の所有建物内に入るよう

の協力医の参加を得る（二弁）などあっせん人の

なケースで、相手方の写真撮影を拒否するような

創意工夫により個別の事案の内容等に即した柔軟

ことを事前に防ぐ）
。

な運営がなされている。」（東京三弁護士会医療Ａ

（b）ケース②及び③について
（ⅰ）部屋の確保

ＤＲ第二次検証報告書（2016年）23頁）
（b）一般ＡＤＲ

会館外で期日を開催する場合には、あっせんを

登山路から滑落した登山者に巻き込まれ転落し

行う部屋と、待合室の２部屋が少なくとも必要と

死亡した被害者の遺族からの損害賠償請求事件に

なるとともに、相互に話が聞こえないように配慮

おいて、仲裁人（予定者）の1人が当事者及び代

する必要がある。

理人とともに現地に赴き、現地で当事者らが事故

この点、最初から最後まで同席で期日を行う場

当時の状況の指示説明を受け、その結果を実査報

合には上記のような部屋を確保する必要はないよ

告書として作成した例（
「仲裁解決事例集２」第

うに思えるが、当事者の同意がない状態でそのよ

二東京弁護士会仲裁センター編（1993年）4377頁）
。

うな同席をしなければならない状況は当事者に大
きなストレスを与える可能性があり、なるべく避
けるべきである。
（ⅱ）期日手数料の納付やコピー等の事務作業

和解あっせん手続における手続実施場所・
現地見分について／入江秀晃

会館外で期日を開催する場合にも期日手数料等

日本の現行法上の調停制度の直接のルーツとさ

の費用が発生するため、予め当事者に対しては金

れる大正期の借地借家調停法が、施行の翌年であ

額及び納付方法について説明し、同意を得ておく

る1923年の関東大震災後の復興において活用さ

べきである。期日手数料については、事務局から

れ、調停制度への市民の人気につながる効果を上

請求書を送付してもらい、後日振り込んでもらう

げたことがその後の調停制度の発展と定着につな

運用がされている。和解が成立する可能性があれ

がったことが知られている。その際に、東京各地

ば、事前に事務局にその旨伝えた上で、受領書等

にテント張りの出張調停所を設け、当事者の中に

の書類を預かっておく必要がある。

入って行く姿勢が大事であったと調停委員として

コピーや印刷等の作業が必要となる可能性があ
るため、貸会議室を利用するようなケースでは、

実務も行った穂積重遠が後にふりかえっている7）。
このような市民の紛争の現場に赴く姿勢は、運

予めそれらの設備が整っているのか確認する必要

動としての弁護士会ADRの活動の象徴的な活動

がある。

として設立当初より行われている8）。塚越弁護士

2. 会館外での期日開催の例

が述べられているように、
「あっせん人に見ても

（a）医療ＡＤＲ

らった」という事実自身、あるいは、あっせん人

「各センターともに、ＡＤＲの期日や開催場所

のそのような熱心さや情熱そのものが解決への機

につき、土日や祝日等に弁護士会館外のあっせん

運を醸成するという側面は無視できない。たとえ

人の法律事務所や、相手方病院内で開催するなど

ば、住宅瑕疵、相隣関係等の構造物を伴うトラブ

柔軟な対応がとられた実績がある。期日の進行方

ルや境界紛争などの際に、現地で状況認識を共有

法等についても、相手方病院の患者説明会への

することが当事者の納得度を高める場合は多い。

あっせん人の事実上参加（一弁）や、当事者双方

こうした姿勢は基本的に望ましいとは言えるが、

7）穂積重遠「調停法」『現代法学全集』（日本評論社・1929年）225-290頁
8）原後は、阪神淡路大震災後の近畿弁護士連合会による罹災都市あっせん仲裁センターが西宮市等の市役所をあっ
せん手続の場所として活用した事例を挙げ、島しょ部などでの巡回手続を提唱している。原後山治「仲裁は楽しい
—二弁仲裁センターの事例に思う—」第二東京弁護士会編『弁護士会仲裁の現状と展望』
（判例タイムズ社、1997年）
64-79（78）頁。
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現地であっせん人に予期せぬ状況が起こる可能性

のみと話し、その間、他方当事者は別室で待機す

は様々に存在する。たとえば、一方当事者からお

る別席方式（コーカス）がある。こうした同席方

茶を出されたときに飲んで良いか、あるいは現地

式と別席方式のメリット・デメリットをどのよう

で自動車に乗る際に、一方当事者との同乗は避け

に考えるか。

るべきかといった一見些細な場面でも、あっせん

また、同席方式・別席方式と一緒に論じられる

人としては迷うことになるからである。また、会

ことの多い、和解あっせんモデルとしての評価型

議室などを用いる際にも、
人の通行が多くないか、

調停・自主交渉援助型調停とは、どのような関係

廊下の通行者との視線が合わないようになってい

があるか。

るか等の確認が必要になる場合もある。
塚越弁護士の整理では、上記のような類型以外

考え方

については、
「当事者の都合等で二弁の業務時間

Ⅰ

外に手続を行わざるを得ない場合」
「その他特殊

1. 和解あっせんとは

同席方式・別席方式のメリット・デメリット

事情がある場合」と、やや特殊な扱いとして扱っ

本稿で取り上げる和解あっせんとは、第三者が

ておられ、これが現状の弁護士会ADRの実態と

紛争当事者間における和解をあっせんする制度で

言えるであろうが、ADRが真に市民のための市

あるが、本質をいえば、第三者の支援の下、当事

民的な紛争解決手続であろうとするならば、必ず

者間で話し合って、互いに納得できる解決を模索

しもこのような制約をかける必要はないかもしれ

する制度、すなわち、当事者による主体的な解決

ない。つまり、任意の場所で和解あっせん手続を

を図る制度といえよう。以下では、この制度趣旨

行えることが原則であり、弁護士会館等を活用す

を念頭に置いて、同席方式・別席方式のメリット・

るのはひとつのオプションに過ぎないと考えるこ

デメリットを論じる。

ともできるはずである。たとえば、岡山弁護士会

2. 同席方式について

等では災害ADRを念頭に置いて、市町村との提

メリットとしては、当事者が相互に自分の感情

携を行い、手続場所としての市町村庁舎利用に関

を伝えられる、あっせん人が当事者双方の正確な

する協定を結んでいるが9）、当事者住所の近隣で

主張を把握することができ、話を的確に整理しや

の手続実施は基本的には望ましい方向であると考

すい、手続の公正性が担保される、あっせん人へ

えられるからである。

の信頼を保ちやすい、といったことが挙げられる。
デメリットとしては、当事者が感情を抑制でき

同席方式、別席方式それぞれの実務上の
問題点／坂井雄介
問題

ずに攻撃的になる可能性がある、相手方に話した
くない事情は聞き出しづらい（本音が出にくい）、
ドメスティック・バイオレンス案件やストーカー
案件では使いづらい10）、といったことが挙げられ

和解あっせんの実施方法としては、
あっせん人、
申立人及び相手方の三者が1つの部屋に集まって
話を進める同席方式と、あっせん人が一方当事者

る11）。
3. 別席方式について
メリットとしては、当事者が相手方に気兼ねす

9）岡山仲裁センターは、美作市、勝央町、奈義町、西粟倉村と2017年に協定を結んでいる。https://www.okaben.
or.jp/event/323/ 2020/12/18アクセス。和歌山県弁護士会では、災害ADRを含めた「災害発生時における法律相談
業務等に関する協定」を和歌山県及び県内の24市町村と結んでいる。http://www.wakaben.or.jp/intro/report/23_
saigaitaisaku.html 2020/12/18アクセス。
10）この点は，ケース・バイ・ケースであって，必ずしもデメリットとはならない旨の指摘もある。
11）同席方式そのもののデメリットではないが，同席方式を有効に利用して解決に結びつけるためには，日頃からあっ
せん人としての研鑽・経験を積むことが必要であり，誰にでも簡単に使いこなせる方式ではないことが指摘されている。

18

68巻2号［2021.2］

15-21_和解あっせん実務上の諸問題研究（2）_塚越・入江先生.indd 18

2021/02/01 10:50

連載：和解あっせん実務上の諸問題研究（2）

ることなく利害や本音を話すことができる12）、

援助型調停では、当事者の直接的な対話・交渉を

あっせん人が一方当事者の話を共感的に傾聴しや

促すため、同席方式に親和性があるが、後述のと

すい、感情的対立が一時的に激しくなった場合に

おり、別席方式を用いたほうがよい場面もある。

落ち着かせることができる、ひいては、当事者同

また、評価型調停でも同席方式のメリットは当て

席でのこう着状態を脱することができる、といっ

はまるのであり、評価型調停だから別席方式が原

たことが挙げられる。

則であるという論理必然の関係にはない。
「評価

デメリットとしては、当事者の話が主観的で一

型調停＝別席方式」という考え方は、評価型の色

方的なものになりやすく、また、あっせん人の共

濃い裁判所の調停が別席方式を用いていることか

感を得ようとして相手方の非難になりやすい、合

ら根付いた誤解と思われる。

意を導くためにあっせん人が双方に異なる話を伝

和解あっせんの実施方法もモデル論も、紛争解

えることがある
（いわゆる二枚舌）
、
そうした結果、

決という目的のために考えられたものではある

退席中で話を聞けない当事者が相手方とあっせん

が、前者は当事者の手続への関与の在り方である

人の双方に対する猜疑心を抱く、当事者が不完全

のに対し、後者は紛争解決の在り方であって、視

な情報のもとで和解をするか否かを決めなければ

点が異なるものである。

ならなくなる、といったことが挙げられる。
Ⅱ

評価型調停と自主交渉援助型調停との関係
かつて和解あっせんは、
厳格な手続規律がなく、

あっせん人としては、紛争解決のために、状況
に応じて、実施方法とモデル論を組み合わせてい
くことが重要である。

解決を含めてあっせん人の裁量に委ねられている
手続であるとして、和解あっせんのスタイルが論

実務上のポイント

じられることは少なかったが、
現在では、
和解あっ

Ⅰ

同席方式・別席方式を実施する上での注意点

せんの理論と実務の研究が進んだ結果、和解あっ

前述したメリット・デメリットを総合的に見れ

せんのスタイルを分析し、モデル化して論じられ

ば、同席方式のほうが当事者による主体的な解決

ることが一般的である。

を導きやすく、他方、別席方式では、良くも悪く

和解あっせんのモデルを大きく分けると、①

もあっせん人に情報が集中するため、合意（当事

あっせん人が外在的な基準・規範に基づいて当事

者への意思決定）に対するあっせん人の影響が強

者の主張を評価し、自ら和解案を作成して当事者

くなりやすいといえる。

に提案する評価型調停と呼ばれるもの、②あっせ

ＡＤＲ調査研究会による利用者調査でも、別席

ん人が当事者の対話の過程をコントロールするこ

方式では、相手方の主張について十分理解できた

とで、当事者の対話・交渉を促し、当事者による

と思わない、また、相手方と十分に話し合えたと

自発的な解決を図る自主交渉援助型調停に分けら

思わないという利用者の傾向が出ているとのこと

13）

れる 。
この点、
「自主交渉援助型調停＝同席方式」「評

である14）。
したがって、前述の和解あっせんの制度趣旨か

価型調停＝別席方式」という対応関係にあると考

らすれば、同席方式のほうが好ましいといえよう。

えがちだが、そうではない。たしかに、自主交渉

しかし、同席方式が好ましいからといって、最

12）別席の場で，「あっせん人限りの情報にしてほしい」として秘密を打ち明けられたときの扱いについては慎重な
対応が必要である。
13）他に，対話・交渉に重点を置き，合意に至らなくても，手続の結果として当事者の紛争認識が変容するならば，
調停の理念に合致する成果として認める「認識変容型調停」というモデルも論じられているが，本稿では取り上げな
い。
14）前田智彦「利用者調査からみたADRに対する期待とADRにおける弁護士の役割」仲裁とADR Vol.12〔商事法
務,2017年〕20頁以下。
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初から最後まで同席方式だけで行くべき、と考え

滑に手続が進められ、当事者が主体的に満足度の

るべきではない。同席方式と別席方式を相互補完

高い解決案を生み出すことに繋がると考えている。

15）

的に利用しようとする発想が重要である 。
具体的な注意点としては、同席方式の場合、和
解あっせんを開始する前に、当事者に同席につい
ての意向を聞き、同席を無理強いすることのない

同席方式、別席方式それぞれの実務上の
問題点／入江秀晃

ように配慮すべきであるし、和解あっせんが始

坂井弁護士が整理されておられるとおり、同席

まってからも、対話・交渉能力の違いや当事者の

であることと、自主交渉援助型（対話型）である

感情等から、直接的な対話が難しくなる場面があ

ことは同じではない。同席であるメリットは何か、

り得るので、そうなれば同席を中止するべきであ

同席で進めるためにはどのような点に注意して進

る。あっせん人には、常に当事者の様子や場の雰

めれば良いか（たとえば、はじめの挨拶で、当事

囲気に注意を払い、同席を中止する・しないの判

者同士がお互いに相手の話を最後まで聴き合う約

断を的確に行うことが求められる。

束をしてから内容に入る等）を意識して取り組み、

別席方式の場合、上述したとおり、あっせん人

他者に説明ができるように備えておくことはすべ

の合意に対する影響が強くなりがちであることを

てのあっせん人にとって求められる準備であろう。

意識し、常に当事者から公正中立な立場で見られ

両当事者が同席で話をする希望をしているとか、

るよう、当事者の一方に不公平感を与えないよう

明示的な希望はないとしても事件の性質上的確な

な言動を心掛ける必要がある。

解決が期待できそうであるのに、あっせん人に自

Ⅱ

信がないので避けるということは望ましくない。

同席方式・別席方式の使い分け基準
同席方式・別席方式には、それぞれメリット・

同席主体で別席を活用する場合に、どのような

デメリットがあり、
その使い分けは容易ではない。

意味でそれを活用するかという戦略についても準

以下では、議論のたたき台ということで、筆者の

備しておきたい。別席では、手続進行や相手の参

考える使い分け基準を挙げる。

加姿勢をどのように見ているのか（たとえば、決

まず、自主交渉援助型調停であれ、評価型調停

定権限がないものが出席している）等の実質的な

であれ、同席方式を原則とする。これは、同席方

対話を行う前提の確認にも活用できる。同席から

式のメリットを重視するためである。最初に当事

別席に移る理由として、当事者が話しづらそうに

者に意向を確認する場面では、同席方式のメリッ

している場合を挙げている坂井弁護士の案は妥当

トを述べ、可能な限り同席方式で開始できるよう

と考えられる。教条主義的に同席に固執するより

に誘導する。そこで、当事者の拒絶反応が強く出

は、ケース・バイ・ケースで、真に当事者にとっ

れば、しつこく説得することまではしない。

て役に立つプロセスを探っていくべきであるから

次に、和解あっせんが始まった後は、①当事者

である。ただし、当事者が感情的になった、なる

が別席を求めた場合は、速やかに別席方式に切り

おそれがある、という理由で過度に避けるべきと

替えることとし、②当事者が攻撃的になり、又は、

は思われない。当事者の感情は当事者のものであ

③当事者が発言しにくそうな雰囲気になった場合

り、真剣に取り組んでいるのであれば、感情が動

には、タイミングを見て手続を中断し、別席方式

くのは当然であるからである。むしろ、調停人が

に切り替えることを提案（誘導）する。

当事者の感情に巻きこまれて場をホールドできな

このように、筆者としては、同席方式を原則と

くなる事態を避けるという点に留意すべきであ

しつつ、適宜、別席方式に切り替えることで、円

る。実務においては、無理をせず別席も適宜活用

15）ADR調査研究会による利用者調査によれば,弁護士会系のADRセンターでは,手続の最初から最後まで別席で行っ
たケースが半数を超えているという結果が出ている（前掲・注14）。
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すべきだが、併せて、同席でも安心して進められ

この実務は、世界的に見て必ずしも一般的になっ

るようにトレーニングを積むことも求められると

ているとまでは言えないようであるが、徐々にこ

言える。

うした発想が拡がりつつあるようである。つまり、

近年、別席において、外国では、当事者の明示的

パターナリスティックな発想で、良い結果につな

な同意を取れた内容のみ相手当事者に開示してもよ

がるのであればあっせん人が何をしても良いとい

いという手続規律が置かれている場合がある16）。

う手続イメージは古くなりつつあると言える17）。

16）たとえば、イタリアにおいては、調停法（デクレ28/2010）9条による規定がある。Mastelloned Ristori（2017）
Italy, Alexander et al. Eds. EU Mediation Law Handbook. Kluwer Law International. (p.489).また比較的最近である
2017年に調停法が制定されたアイルランドにおける調停人行動規範（Mediators' Institute of Ireland, Code of ethics
and practice）41条を参照。https://www.themii.ie/code-of-ethics-and-practice 2020/12/18アクセス。
17）なお、本稿の参考文献として以下のものを掲げておく。稲葉一人＝入江秀晃「日本における対話促進型同席調停
を考える」仲裁・ADRフォーラム Vol.7（近刊），入江 秀晃「調停技法誌上講義 第14回 同席と別席」JCAジャーナ
ル61巻5号（2014年 ）48-51頁， 入 江 秀 晃「 調 停 技 法 誌 上 講 義 第16回 感 情 」JCAジ ャ ー ナ ル61巻7号（2014年 ）
20-23頁。
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中国商事紛争解決の理論と実務（12）

最高人民法院が仲裁条項の準拠法は当該仲裁条項が含まれる契約全体の準拠法と必ずしも一致
しない旨の見解を示した事例1）

弁護士法人堂島法律事務所

安田健一

弁護士（日本国・米国ニューヨーク州） 現代アジア法研究会会員

Kenichi Yasuda

便A330便に対してYが証明書発行等のサービス

本件のポイント

を提供する旨合意していた。本件契約第8条では
「本契約は完全に中華人民共和国の法律が適用さ

①中華人民共和国の裁判所が契約中の仲裁条項
の準拠法を決定する場合、当該仲裁条項の準拠法
は契約全体の準拠法と必ずしも一致するものでは
ない。

れ、中華人民共和国の法律により解釈されなけれ
ばならない。」旨が定められていた。
また、本件契約の序文では、両当事者が国際航
空運輸協会による1998年4月の「標準グランドハ

②中華人民共和国法が仲裁条項の準拠法となる

ンドリング契約」の主契約及び付属文書Aの条項

場合、当該仲裁条項において明確な仲裁機構が約

が適用されることに同意した旨が定められてお

定されておらず、当事者が仲裁機構に関する補充

り、
「標準グランドハンドリング契約」の主契約

合意もしない場合、当該仲裁条項は無効である。

第9条「仲裁」では「本契約に関するいかなる範囲、
意味、解釈または効力についても、もしくは本契

Ⅰ

約により発生するいかなる紛争またはクレームに

当事者等

ついても、以下規定の手順に従って提出し、最終

X：マレーシア航空（マレーシア法人）
Y：厦门太古飞机工程有限公司（中華人民共和国

的に仲裁により解決されなければならない。……

法人）

最終的な拘束力を有する。」
（以下「本件仲裁条項」

受訴法院：福建省高級人民法院

という）と定められていたが、本件仲裁条項中に

裁決は終局的でなければならず、当事者に対して

仲裁機関の明記は無かった。

Ⅱ

事案の概要

2. 事故と損害の発生

1. 契約の締結

2008年8月17日、Xのクアラルンプール発北京

XとYは2007年10月「標準グランドハンドリン

行きエアバスA 330-300便（以下「本件航空機」

グ契約−簡易プロセス」
（以下「本件契約」という）

という）の飛行中、乗務員が本件航空機の2号エ

を締結し、北京首都空港を経由して運行する定期

ンジンに問題があることに気付いたが、クイック・

1）原典は万鄂湘主編、最高人民法院民事审判第四庭編「渉外商事海事審判指導
判指导 总24辑）人民法院出版社（2012年1月）90頁以下。

22

総第24集」（原文：涉外商事海事审

68巻2号［2021.2］

22-27_中国商事紛争解決の理論と実務（12）_安田先生.indd 22

2021/01/26 12:25

連載：中国商事紛争解決の理論と実務（12）

リファレンス・ハンドブック（緊急事態対応手順

に掲げる内容を含めなければならない。（一）仲

が記載されているハンドブック）を参照したうえ

裁申立の意思表示（二）仲裁に付する事項（三）

で、北京への飛行を続けた。本件航空機が高度を

選定する仲裁委員会」と規定されている。同法

下げ、北京へ着陸態勢に入る過程で、乗務員は2

18条では、「仲裁合意に仲裁に付する事項又は仲

号エンジンに引き続き問題が有ると認識し、本件

裁委員会について約定がない、又は約定が不明確

航空機の大きな揺れも生じていた。本件航空機が

である場合には、当事者は、合意を追加すること

北京に着陸した後、故障は技術日誌に記録された

ができる。追加の合意がなされないときは、仲裁

が、Yのエンジニアは、本件航空機に航行上の問

合意は無効である」と規定されている。本件仲裁

題無しとする証明書を発行し、メンテナンス通過

条項は、仲裁人の選任のみを約定し、仲裁場所、

証明書にも署名した。

仲裁委員会および仲裁規則を約定しておらず、事

本件航空機は、その後、今度はクアラルンプー

後に双方当事者が補充契約も締結していないこと

ルヘ向けて北京空港を離陸した。本件航空機が高

から、本仲裁条項は無効と認定せざるをえない。

度を上げようとした時、2号エンジンが激しく振

被告の住所地は福建省アモイ市にあるため、本法

動する状況となり、本件航空機は2号エンジンを

院の管轄区内にある。かつ、原告は外国法人であ

止めたうえですぐに北京空港へ引き返し着陸し

り、本件は渉外民商事案件である。ゆえに、本法

た。最終的に、本件航空機は分解のうえ2号エン

院は法に基づき、本案件について管轄権を有する。

ジンを交換する必要が生じ、Xは当該事故に関連

上記の当否について、回答を請う。

する各種費用を支出した。
3. 提訴と仲裁合意を理由とする却下請求
XはYによる当該費用の支払いを求め福建省高
級人民法院に提訴したところ、Yは本件仲裁条項

5. 最高人民法院による回答2）
貴法院【2011】 闽 民初字第30号「マレーシア
航空と厦门太古飞机工程有限公司間のサービス契

約紛争案件における仲裁条項の効力についての伺

が存在し、本件は仲裁により裁決されるべきであ

い」を受領した。検討を経て、以下のとおり回答

るとしてXの福建省高級人民法院に対する訴えを

する。

却下するよう請求した。

貴法院が明らかにした事実に基づくと、本案件
の当事者は「標準グランドハンドリング契約−簡

4. 福建省高級人民法院の意見

易プロセス」および主契約等の関連契約において、

「標準グランドハンドリング契約」の主契約が

仲裁条項の効力を確定する準拠法、仲裁地および

仲裁条項の効力を判断する準拠法を約定していな

仲裁機関は明確に約定していない。仲裁条項の独

い場合、双方当事者が締結した本件契約第8条に

立性と司法慣行における一般原則によれば、当事

「本契約は完全に中華人民共和国の法律が適用さ

者が合意した契約に適用される法律を、当然に契

れ、中華人民共和国の法律により解釈されなけれ

約における仲裁合意の効力を確定するために適用

ばならない。
」と約定していることから、本件の

される法律と同一であると見做すことはできな

仲裁条項の効力の認定には、中華人民共和国の法

い。貴法院が、当事者の約定した契約に適用する

律を適用しなければならないと考える。

法律を、仲裁合意の効力を確定する準拠法である

中華人民共和国「仲裁法」16条では、
「仲裁合

とした意見は妥当性を欠く。また、「最高人民法

意には、契約書に定める仲裁条項及びその他の書

院による『中華人民共和国仲裁法』適用における

面方式で紛争発生前または紛争発生後になされた

若干の問題に関する解釈」16条の規定に基づき、

仲裁申立の合意を含む。仲裁合意には、次の各号

本件当事者が仲裁合意の効力を決する準拠法およ

2）2012年2月22日〔2012〕民四他字第4号
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び仲裁地について明確な約定をしていない場合、

2. 仲裁条項の準拠法の決定基準

法院地の法すなわち中華人民共和国の法律を適用

紛争において準拠法を定める一般的な手順と同

し、本事案における仲裁合意の効力を審査しなけ

じく、仲裁条項の準拠法を決定するにあたり、裁

ればならない。
「中華人民共和国仲裁法」16条お

判所は自国における抵触法のルールに基づき判断

よび18条の規定によれば、本事案における仲裁

することになる。仲裁条項の準拠法について法令

合意に明確な仲裁機構が約定されておらず、その

が明確に定めているかどうかは国によって異なる。

後においても当事者が補充契約を締結していない

日本では、「法の適用に関する通則法」その他

ことから、本事案における仲裁合意は無効と認定

法令において、仲裁条項の準拠法決定に関する明

せざるを得ない。本件仲裁合意を無効とする貴院

文の規定はない。最高裁は「法の適用に関する通

の意見に同意する。

則法」の施行前の判例（リングリング・サーカス

以上、回答する。

事 件、 最 判 平 成9年9月4日 民 集51巻8号3657頁 ）
において、仲裁条項の準拠法は法例7条1項によ

Ⅲ

解

り当事者の意思に従い準拠法を定めるべきであ

説

り、明示の合意がない場合でも、仲裁地に関する

1. はじめに

合意の有無やその内容、主たる契約の内容その他

本件は、最高人民法院が、
（1）契約中で定めら

諸般の事情に照らし、当事者による黙示の準拠法

れた仲裁条項の準拠法が契約全体の準拠法と当然

の合意があると認められるときには、これによる

に一致するとみなすことはできない旨、
（2）当事

べきであるとした。同最高裁判決では、黙示の合

者が仲裁条項の準拠法及び仲裁地のいずれについ

意も認められない場合の判断基準については触れ

ても合意していない場合には、
「最高人民法院に

られていない。その後も、仲裁合意当事者の黙示

よる『中華人民共和国仲裁法』適用における若干

の合意を追求するという判断枠組みは下級審裁判

の問題に関する解釈」16条に従い中華人民共和国

例において維持されているが、黙示の合意すら認

の法律に従って仲裁合意の有効性を審査する旨、

められない場合には仲裁法44条1項2号、45条2項

及び（3）本件仲裁合意において明確な仲裁機構

2号の趣旨に鑑みて仲裁条項の準拠法は仲裁地法

が約定されておらず、かつその後当事者間で補充

によるとしたうえで、当該事例では主契約の準拠

契約も締結されていないことから、中華人民共和

法について合意がないこと等から当事者間におけ

国「仲裁法」16条及び18条に基づき本件仲裁条項

る黙示の合意の存在を否定し、仲裁地である東京

は無効である旨の見解を示した事案である。

が属する日本の法律を仲裁条項の準拠法とした裁

一般的には、仲裁条項を含む契約の締結交渉過
程においても、当事者が準拠法に関してまず注意

判例がある（東京高判平成22年12月21日判例時
報2112号36頁）3）。

を払うのは当該仲裁条項の準拠法ではなく、当該

一方中国では、法的拘束力を有する最高人民法

契約を実体的に規律するのがどの国の法令となる

院の法的解釈4）である「最高人民法院による『中

のか、及び、仲裁手続の準拠法をどの国の法令と

華人民共和国仲裁法』適用における若干の問題に

するか（すなわちvenueではなくseatとしての仲

関する解釈」（以下「本件引用司法解釈」という）

裁地をどこと定めるか）
であろう。しかしながら、

16条において、「渉外仲裁合意の効力の審査につ

本件のように仲裁条項の有効性が問題となる場合

いては、当事者が約定した法律を適用する。当事

には、仲裁条項の有効性の判断基準、すなわち仲

者が適用する法律を約定していないが、仲裁地を

裁条項の準拠法が重要になる。

約定していた場合は、仲裁地の法律を適用する。

3）裁判例および学説の状況について整理されたものとして、森下哲郎「国際私法5 クロス式仲裁合意の準拠法」ジ
ュリスト1453号（2013年）301頁以下が参考になる。
4）中華人民共和国「人民法院組織法」18条及び最高人民法院「司法解釈作業に関する規定」5条参照。

24

68巻2号［2021.2］

22-27_中国商事紛争解決の理論と実務（12）_安田先生.indd 24

2021/01/26 12:25

連載：中国商事紛争解決の理論と実務（12）

適用する法律を約定しておらず、かつ仲裁地も約

係法律適用法」
（2011年4月1日施行）18条が「当

定していない又は仲裁地の約定が明らかでない場

事者は、仲裁合意に適用する法律を合意により選

合は、裁判所所在地の法律を適用する」と定め、

択することができる。当事者間に選択がないとき

①当事者が約定した法律、②仲裁地の法律、③中

は、仲裁機関所在地の法律又は仲裁地の法律を適

華人民共和国の法律の優先順位で仲裁条項の準拠

用する」旨、「最高人民法院の『渉外民事関係法

法を決定する旨定められていた。

律適用法』適用の若干問題に関する解釈（一）」

本件において、福建省高級人民法院は、本件契

（2013年1月7日施行）14条が「当事者が渉外仲裁

約第8条で本件契約の準拠法を中国法と定めてい

合意に適用する法律を選択せず、仲裁機構又は仲

ることを理由に、本件仲裁合意に中国法が適用さ

裁地も約定せず、又は約定が不明確である場合は、

れると判断した。福建省高級人民法院の当該判断

人民法院は、中華人民共和国の法律を適用し、当

が、①契約中に含まれる仲裁条項の準拠法は、常

該仲裁合意の効力を認定することができる」と定

に当該契約自体の準拠法と一致するという法解釈

めているほか、本件引用司法解釈16条も引き続

レベルの判断によるものか、②本件契約第8条を

き有効である。

もって、当事者は本件仲裁合意についても中国法

また、契約全体に適用される準拠法の合意と、

を準拠法とする旨の合意をしたという事例レベル

当該契約内の仲裁合意の有効性を判断するための

の判断によるものかは不明確であるが、最高人民

法律に関する合意の関係については、司法解釈で

法院は「仲裁条項の独立性と司法慣行における一

ある「最高人民法院による仲裁司法審査事件の審

般原則によれば、当事者が合意した契約に適用さ

理における若干問題に関する規定」が2018年1月

れる法律を、当然に契約における仲裁合意の効力

1日より施行されており、同規定13条は「当事者

を確定するために適用される法律と同一であると

は、渉外仲裁合意の効力確認に適用する法律を合

見做すことはできない」と示した上で、本件引用

意により選択する場合には、明確な意思表示をし

司法解釈16条に従い検討を加え、本件の当事者

なければならず、契約に適用する法律を定めただ

間には本件仲裁合意の準拠法に関する合意も仲裁

けでは、それを契約における仲裁条項の効力確認

地に関する合意も成立していないことから、中国

に適用する法律とすることはできない」と定め、

法が本件仲裁合意の準拠法となると述べた。

契約全体についての準拠法合意があったとして

仲裁合意が契約の一条項（仲裁条項）として定

も、それを仲裁条項の有効性判断における準拠法

められていたとしても、当該仲裁条項は契約の他

合意とは評価できない旨を明確にした。同規定に

の条項から独立した合意として扱われ、当該仲裁

従えば、本件の事実関係において「当事者が仲裁

条項の有効性は契約全体の効力の有効性とは独立

条項の準拠法について合意したと認められない」

して判断されるという理解が一般的である

と認定されることに異論はないであろう。

（UNICITRALのモデル仲裁法16条1項参照）こと

仲裁条項の準拠法について明示的に配慮してい

からすれば、契約に適用される法律を仲裁条項の

る例として、香港国際仲裁センター（Hong Kong

準拠法と当然に同一と見做すことは出来ない旨最

International Arbitration Centre、HKIAC）が提

高人民法院が回答した点は妥当であろう。一方、

供しているモデル仲裁条項では、“The law of this

本件において仲裁地（すなわち、仲裁手続を規律

arbitration clause shall be ... (Hong Kong law)”と、

する法律）が特に合意されていないことに鑑みる

仲裁条項の準拠法を仲裁条項の中で明示的に合意

と、当時の判断としては、本件契約8条の契約全

する文言が紹介されている。同仲裁センターは、

体に関する準拠法合意が本件仲裁合意の準拠法を

同文言がOptionalである旨述べつつ、特に契約の

中国法とすることまでも含むものであったとする

準拠法と仲裁地法（すなわち、仲裁手続を規律す

認定も可能であったように思われる。

る法）が異なる場合には仲裁条項の準拠法につい

なお、中国の現行法においては、
「渉外民事関

て合意しておくべきだと紹介している。仲裁条項
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の準拠法が論点となりうる典型的な場面は、同セ

条項について、（一）第三者の判断、提案に当事

ンターが指摘するように契約全体の準拠法と仲裁

者が法的に拘束されることのないあっせん等の手

地法が異なる場合であり、そのような契約であれ

続と当事者を拘束する仲裁とが併列、選択的に掲

ば仲裁条項の準拠法までも定めておくことが望ま

げられているにすぎず、最終的には常に仲裁手続

しいといえよう。加えて、当事者が個別の取引に

によりうることが確保されている趣旨とは解しえ

関して一定の検討・交渉を加えたうえで合意する

ないこと、（二）同条項では、あつせん、仲裁等

仲裁条項であれば、当該仲裁条項において仲裁地

により「円満な解決を図る」とされているにすぎ

に関する定めがないという場面は通常生じにくい

ず、当事者が仲裁判断等の結論に服するとの趣旨

と考えられるが、本件のような世界各地の取引に

であるものとは速断しがたいこと、
（三）あっせん、

適用されることを予定した規約類中の仲裁条項で

仲裁等にあたるための機関が既に設置されている

仲裁地についての定めがないものに対しても同セ

わけではなく、機関の指定、構成も、その選定方

ンターの示唆はあてはまり、混乱を避けるために

法の定めもないし、あっせん、仲裁等の手続につ

は仲裁条項の準拠法も明示的に合意することが望

いての規定も存在しないこと（ただしこの点のみ

ましい。

では仲裁契約の存在が否定されるわけではない）
に鑑み、法的に有効な仲裁合意とは認められない
5）

3. 仲裁合意の有効性

とした裁判例（大阪高判昭和61年6月20日判例タ

本件に関し、最高人民法院は、本件仲裁合意に

イムズ630号208頁）がある。

ついて、仲裁機構が約定されておらず、その後も

一方中国では、中華人民共和国「仲裁法」16

当事者が補充契約を締結していないことから、
「中

条が「仲裁合意には、契約書に定める仲裁条項お

華人民共和国仲裁法」第16条および第18条に基

よびその他の書面方式で紛争発生前または紛争発

づき本件仲裁合意を無効とした。

生後になされた仲裁申立ての合意を含む。仲裁合

日本においては、仲裁法第2条1項は仲裁合意

意には、次の各号に掲げる内容を含めなければな

を「既に生じた民事上の紛争又は将来において生

らない（一）仲裁申立ての意思表示（二）仲裁に

ずる一定の法律関係（契約に基づくものであるか

付する事項（三）選定する仲裁委員会」と定め、

どうかを問わない。
）に関する民事上の紛争の全

仲裁機関（仲裁委員会）が仲裁合意の必要な要素

部又は一部の解決を一人又は二人以上の仲裁人に

である旨定めている。さらに、同法18条では、
「仲

ゆだね、かつ、その判断に服する旨の合意」と定

裁合意に仲裁に付する事項または仲裁委員会につ

義している。仲裁人、仲裁地、仲裁規則といった

いて約定がない、または約定が不明確である場合

要素はいずれも任意的事項であり、当事者の仲裁

には、当事者は、合意を追加することができる。

合意においてこれらの要素が定められていないか

追加の合意がなされないときは、仲裁合意は無効

6）

らといって、仲裁合意が無効にはならず 、仲裁

である」旨が定められ、仲裁合意において仲裁機

地については仲裁法28条2項、仲裁人については

関の定めがなく、追加の合意もされなかった場合

同法16条以下、仲裁規則については26条がそれ

には仲裁合意が無効になるという効果も法律の条

ぞれ、当事者間に合意がない場合の取扱いを定め

文上明確に規定されている。中国の代表的な仲裁

ている。
なお、
仲裁法制定前の裁判例であるが、
「本

機関である中国国際経済貿易仲裁委員会（China

契約に関して紛争が生じ、協議して解決できない

International Economic and Trade Arbitration

ときは、公正な第三者を選定し、そのあっせん、

Commission、CIETAC）のモデル仲裁条項におい

仲裁等により円満な解決を図るものとする」との

ても、
「中国国際経済貿易仲裁委員会に仲裁を申

5）問題のある仲裁条項の中国法下における有効性について論じたものとして粟津光世「瑕疵ある仲裁合意の効力に
ついての新傾向」（JCAジャーナル第62巻10号（2015年）42頁以下）が参考になる。
6）小島武司＝猪俣孝史『仲裁法』（2014年）106頁以下参照。
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し立てること」と仲裁機関が同委員会であること

ける若干の問題に関する解釈」4条では、
「仲裁合

が明記されている。

意に置いて紛争に適用する仲裁規則のみを約定し

本件仲裁合意において仲裁機関が定められてお

ている場合、仲裁機関について約定していないと

らず、当事者間で仲裁機関に関する追加の合意も

みなす。ただし、当事者が補充合意を定めている

なされなかった以上、最高人民法院が中華人民共

場合、または約定した仲裁規則に基づき仲裁機関

和国「仲裁法」に基づき本件仲裁合意を無効であ

を確定できる場合はこの限りでない」と定められ

る旨回答したことは妥当である。

ているため、仲裁規則のみを記載した仲裁条項の

まさに本件のように、仲裁条項の準拠法が中国

有効性が同ただし書きにより認められる余地が無

法とされる場合には、仲裁機関を明記していない

いとはいえないが、実務的な対応としては、中国

仲裁条項が無効となるリスクが生じる。「最高人

が関係する契約においては、常に仲裁条項に仲裁

民法院による『中華人民共和国仲裁法』適用にお

機関を明記する旨、習慣付けておくべきであろう。
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最新クロスボーダー紛争実務戦略シリーズ
（49）

ドイツにおける紛争解決―ポストM&A紛争に適した解決手段は州裁判所での訴訟か仲裁か
（上）
オリック東京法律事務所・外国法共同事業の訴訟チームにより、国境を越えるプロジェクトにおける紛争解決戦略について毎月
開催されているオリック・ライブラリーセミナーの内容に基づき、実務的な観点から紹介していただく論稿シリーズで、JCAジャーナ
ル2011年11月号から連載しております。
オリック・へリントン＆サトクリフLLP ミュンヘン・オフィス ドイツ弁護士

セバスティアン・ミュール

Sebastian Meul

オリック東京法律事務所・外国法共同事業 弁護士（日本及び米国ニューヨーク州登録）
・弁理士

矢倉信介

Shinsuke Yakura

オリック・へリントン＆サトクリフLLP ミュンヘン・オフィス ドイツ弁護士

マルティナ・ファフィンガー

オリック東京法律事務所・外国法共同事業

一色和郎

Martina Pfaffinger
弁護士（日本）

Kazuo Isshiki

を専門家を通じて効率的に解決する機会を提供す
目次

る。標準的なSPA（Share Purchase Agreement又は

Ⅰ．ドイツにおける紛争解決

株式譲渡契約書）条項によって頻繁に引き起こされ

1. 州裁判所での訴訟

る紛争を当事者が認識し、これらの条項を適切に起

2. 仲裁手続

案すれば、多くの紛争を回避することができる。本

Ⅱ．ポストM&A紛争

稿はこれらの条項を概説し、どのように作成すれば

1. ポストM&A紛争に適した手続

よいかを提案する。また、ジョイントベンチャーに

2. 紛争の対象になりやすい典型的なSPA条項

関する紛争の解決方法についても論じる。

およびかかる紛争を回避する方法
a）競業避止義務（Non-compete Obligation）
b）買収価格調整（Purchase Price Adjustment）
（以上、本号）
（以下、次号）
c）アーンアウト（Earn-out）

Ⅰ．ドイツにおける紛争解決
日本と同様、ドイツの法体系は大陸法系である。
紛争解決の主な手段としては、州裁判所での訴訟
と仲裁の2つがある。

d）貸借対照表の保証（Balance Sheet Warranties）
e）税金の還付（Tax Reimbursements）
f）免責（Indemnity）
。

1. 州裁判所での訴訟
州裁判所での訴訟の過程と処理は、ドイツ民事

Ⅲ．ジョイントベンチャーに関する紛争

訴訟法と裁判所構成法を中心とする制定法によっ

Ⅳ．結論

て包括的に規定されている。これらの法律はいず
れも100年を超える歴史があり、有効性が実証さ
れている。長年の間に何度も改正されているが、

本稿では、国際的なM&Aに従事する当事者の観

基本原則に変化はない。当事者平等の原則と裁判

点から、ドイツにおける様々な紛争解決メカニズム

の公正という、あらゆる手続において従うべき基

の利点を紹介する。仲裁手続は、ポストM&A紛争

本原則は、特に一貫していて変化がない1）。一方

1）これらの原則は、ヨーロッパ人権条約第6条においても定められている。
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で、例えば弁護士と裁判所のコミュニケーション

記にかかわらず、両当事者はそれぞれの弁護士と

は時代に合わせて変更され、現在は電子的手段で

時間ベースでの報酬の取り決めをすることもでき

2）

行われている 。

るが、その場合、敗訴した当事者に請求できる払

州裁判所での訴訟活動の成功は各当事者に課さ

い戻しの額は、該当する法定手数料の金額となる6）。

れた立証責任を果たせるかどうかに大きく左右さ

したがって、いずれの当事者も、不当に高額な弁

れ、立証責任を果たせるかどうかは、通常、提出

護士費用を相手方に払い戻す義務を負う懸念はない。

できる証拠に左右される。ドイツの州裁判所では、
米国におけるような反対尋問や懲罰的損害賠償請

2. 仲裁手続

求など、コモンローで用いられる重要な手段が使

ドイツにおいて、州裁判所での訴訟以外の手段

えない。そのため、ドイツの裁判においては事実

として支持されているのが仲裁である。ドイツの

が重視され、詳細に吟味される。訴訟に用いられ

民事訴訟法には仲裁手続に関する独自の章があ

る言語はドイツ語3）で、訴訟提起の場所は制定法の

り、その規定は主にアド・ホック仲裁に適用され

規定によって決定される。通常は、被告の居住地

る（すなわち、当事者が契約に仲裁条項を設けて

または所在地である。裁判所の構成も制定法の規

いないが、特定の紛争を仲裁で解決することに合

定によって決定される。裁判所は複数の独立した

意した場合）
。仲裁手続はより柔軟性が高く、当

職業裁判官で構成される。裁判官は様々な種類の

事者が各案件の実情に合わせて手続の内容を変更

訴訟を処理するが、例えばポストM&A紛争など、

できるため、頻繁に用いられる。ほとんどの当事

特殊な法分野の経験があるとは限らない。なお、

者は、ICC、LCIA、または欧州で最も活発な仲裁

裁判所には特別な商事部があり、特定の（法定）

機関のひとつであるドイツのDIS等の仲裁機関が

要件が満たされた場合に訴訟を担当する。ドイツ

制定している手続規則を採用する。また、これら

の州裁判所での訴訟は一般に公開される4）。州裁判

の仲裁機関は仲裁のモデル条項を提供している7）。

所での最終判決は上訴することができる。このた

ドイツはニューヨーク条約の批准国なので、仲裁

め、最終的かつ拘束力のある判決に達するまで、

判断が同条約第2条の要件を満たしていれば、そ

5）

通常、少なくとも3～4年を要する 。ドイツの州裁

の判断は世界中で円滑に承認され、執行できる8）。

判所での訴訟の費用は、大部分が予測可能である。

これは、主要な仲裁機関が提供する全てのモデル

費用は裁判所の手数料と弁護士費用からなり、そ

条項についても同様である。

れらは紛争対象の訴額に応じて決定される。原則

州裁判所での訴訟とは対照的に、仲裁手続では

として、州裁判所での訴訟に勝訴した当事者は、

秘密が保たれる9）。両当事者は、仲裁の言語10）お

相手方から訴訟費用の払い戻しを請求できる。上

よび審問地11）について合意し、
（当事者が任命する）

2）このシステムは「besonderes elektronisches Anwaltspostfach（特別の弁護士電子私書箱）」（略して「beA」）と呼
ばれる。
3）裁判所構成法第184条。
4）裁判所構成法第169条。
5）参考：連邦統計局の概要（2018年）、2.2号、5.2号、6.2号および8.2号（https://www.destatis.de/DE/Themen/
S t a a t / J u s t i z - R e c h t s p f l e g e / P u b l i k a t i o n e n / D o w n l o a d s - G e r i c h t e / z i v i l g e r i c h t e -2100210187004. p d f ? _ _
blob=publicationFileから入手可能）。
6）参考：2018年1月24日連邦最高裁判所判決－VII ZB 60/17, NJW 2018, 1477 (1478～)、2015年7月16日の連邦最
高裁判所判決－IX ZR 197/14, NJW 2015, 3447 (3450～)。
7）DISが提供する仲裁のモデル条項は、http://www.disarb.org/de/17/clause/dis-arbitration-clause-id22で入手できる。
8）参考：Rützel/Wegen/Wilske：ドイツにおける商事紛争の解決、p. 117～。
9）参考：Drude：ポストM&A紛争の仲裁と共同訴訟－M&A取引のプロセスとドラフティングの留意点、SchiedsVZ
2017, 224 (231)。
10）ドイツ民事訴訟法第1045条。

68巻2号［2021.2］

28-33_最新クロス�ー�ー紛争実務戦略シリー�（49）_矢倉先生.indd 29

29

2021/01/26 12:26

仲裁人を選択できる12）。ドイツの仲裁人は大半が

ることができる。

資格を有する弁護士で、本来の業務に加えて仲裁
人の仕事をし、質の高い仲裁サービスを提供する。
仲裁人は両当事者と共に、適用される仲裁規則に
13）

1. ポストM&A紛争に適した手続
ほとんどの場合、SPAに起因または関連する

従い、証拠の採用に関する規則を決定する 。仲

紛争については、仲裁手続を通じた解決に合意す

裁判断については、非常に限定された範囲でのみ

ることが推奨される。

異議を申し立てることができる。仲裁判断に不服

国際的なM&Aおよび未公開株取引は、通常、

のある当事者は、仲裁廷が公正な裁判の基本原則

両当事者の共通言語として英語が用いられる。し

に違反したと州裁判所が認定した場合にのみ、州

たがって、交渉は英語で行われ、すべての関連契

裁判所に仲裁判断を取り消してもらうことができ

約書は英語で作成され、将来証人になる可能性の

る。仲裁判断を取り消す理由としては、有効な仲

ある関係者はドイツ語よりも英語を話す可能性が

裁条項の欠如、仲裁廷の公平性の欠如、または仲

高い。このため、当事者が英語で手続を行える紛

裁手続中に意見を申し述べる当事者の権利の侵害

争解決メカニズムを選択することは理にかなって

14）

などが挙げられる 。仲裁判断に異議を申し立て

いる。関係する当事者は多くの場合、業務の秘密

る可能性が限られているため、当事者は通常、2

性を重視するプロの投資家や企業である。これら

年以内に最終的な拘束力のある判断を得ることに

の当事者にとって、仲裁手続の秘密性は大きな利

なる（ただし、これは事件の複雑さと仲裁廷が採

点となる。また、当事者は通常、日常業務の継続

用する証拠の範囲にもよる）
。

を重視し、紛争の早期解決を望むため、仲裁手続
が比較的短期間で済むことも評価される。他の要

Ⅱ．ポストM&A紛争

因として、仲裁手続においては当事者が、仲裁人
のM&A取引に関する知識と経験に基づいて選択

ポストM&A紛争には、通常、取引が行われた

できるため、紛争を早期に解決できる可能性があ

後に、仲裁手続を通じて紛争の解決が求められる

る。さらに、特に外国の当事者にとっては、ロジ

という特殊性がある。当事者は、SPA（株式譲

スティック面での労力を減らせることから、仲裁

渡契約書）の交渉時にこのことを念頭に置いてお

の場所を選択できることが利益になる。外国の当

くべきである。仲裁手続の選択を望む場合、仲裁

事者は、手続の規則を調整して、自分が慣れてい

条項を最初からSPAに含めておく必要があるた

る規則に適合させることもできる。

めである。

こうした点は全て、ポストM&A紛争の手続と

当事者は、将来の紛争を解決するために適切な

して仲裁が有利であることを示している。

手続を選ぶだけでなく、SPAの起案・交渉段階
でポストM&A紛争に関する先例の「教訓」を考

2. 紛争の対象になりやすい典型的なSPA条項お

慮しておけば、後の紛争を避けられるかもしれな

よびかかる紛争を回避する方法

い。経験則上、特定のSPA条項が他の条項より

SPAの構造と文言については、ここ数十年の

も紛争の対象になりやすいことがわかっている。

間に世界的な標準とベスト・プラクティスが確立

当事者がそうした条項に起因する潜在的な紛争を

されてきた。多くのSPAに類似の条項が採用さ

認識していれば、それを踏まえてSPAを起案す

れているが、その中には、他の条項より紛争の対

ることで紛争を回避し、または自身の立場を強め

象になりやすいものがある。潜在的な紛争を認識

11）ドイツ民事訴訟法第1043条。
12）参考：Rützel/Wegen/Wilske：ドイツにおける商事紛争の解決、p. 118～。
13）参考：ドイツ民事訴訟法第1042条第4項。
14）参考：ドイツ民事訴訟法第1059条。
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していれば、当事者は最初から（予想される）紛

るものとする。このことは、差止命令または損害

争を避けるようにSPAの条項を起案することが

賠償を請求する権利を含む買主のその他の権利お

できる。

よび救済には影響しない。」15）16）

a）競業避止義務（Non-compete Obligation）

競業避止義務条項は売主の行動の自由を制限し、

上記が特に当てはまるのは、いわゆる「競業避

売主の職業の自由に介入する。これはドイツにお

止義務条項」である。この条項は、売主がノウハ

いては基本的な権利である。したがって、競業避

ウを有し、そのノウハウが買収対象会社の原動力

止義務条項は様々な点で攻撃される可能性があり、

である場合に、買主の要求に応じて合意されるこ

義務を負う側の当事者は、後になって競業避止の

とが多い。買収が行われた後に、売主が（その全

条件に不満を抱いた場合、当該条項に異議を唱え

ての知識や専門技術を用いて）自由に対象会社の

ることが多い。よく問題になるのは、競業避止義

競争相手として事業を始められるのであれば、買

務条項の期間、地理的範囲、および内容の範囲と

主の投資は無駄になるかもしれない。

その有効性である。条項が過度に制限的であり、

典型的な競業避止条項は、以下のようなもので
ある。

義務を負う側の当事者が制限に見合う補償を得て
いない場合には、異議を唱えられる可能性がある。

「
（1）クロージング日から3年間、売主は、直接

請求を表明する前に警告することを要件にすれば、

的にも間接的にも対象会社がクロージング日にお

義務を負う側の当事者の負担を軽くすることがで

いて、その時点の活動地域で行っている対象会社

きるが、その後、当事者間でこの要件の履行につ

の事業と競合してはならない。以下に限られない

いて争いが生じるリスクがある。また、禁止行為

が、売主は特に、かかる期間中に、かかる競合活

から生じる損害賠償請求の額は、将来の予想利益

動に従事する他の主体または事業体を設立し、そ

に依存するため、数値化することが難しい。差止

の権益を取得し、または支援してはならない。上

めによる救済の請求は比較的簡単に定義できるが、

記にかかわらず、
［上場］法人については、議決

それでも、違反が発生したかどうか、また請求が

権のXパーセントを超えない範囲での権益の取得

不誠実に行われたかどうかに依存する。

は競業避止の対象外とする。
［…］

そのため、上記の例のような、契約上の罰金額

（2）売主は、第1項に含まれる約定に違反し、か

についてあらかじめ合意することが推奨される。

つその違反が意図的なものであるか、または買主

これにより、受益者（通常は対象会社）は、実質

から書面による警告があったにもかかわらず継続

的損害の存在とその金額を立証する義務を負わず

している場合、買主に［…］ユーロの罰金を支払

に済む。両当事者が契約上の罰金を（対象会社で

う。違反が継続した場合、その罰金は、売主が違

はなく）他の主体に支払うことを選択する場合、

反している月（または月の一部）ごとに支払われ

その条項には、例えば、競業の禁止は買主の投資

15）Meyer-Sparenberg in: Hoffmann-Becking/Gebele（Hrsg.）、Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und
Wirtschaftsrecht（14.Aufl.2019）、III.A.16、§ 9 Abs. 1
16）(1)For a period of three years after the Closing Date, the Seller shall neither directly nor indirectly compete
with the Company’s business as conducted by the Company as of the Closing Date in the current geographical area of
its activities. In particular, without limitation, the Seller shall not, during such period, establish, acquire any interest
in, or assist any other entity or business engaged in any such competing activity. Notwithstanding the foregoing, the
acquisition of an interest in a [publicly listed] entity not exceeding X% of the voting rights shall be exempt from the
covenant not to compete. […]
(2)The Seller shall pay to the Purchaser a penalty of […] EUR in the event of a breach of any of the covenants
contained in para. 1, provided that the breach has been caused deliberately or willfully or is continued despite a
written warning by the Purchaser. In the event of any continuing breach, the penalty shall become due and payable for
each month (or part of the month) that the Seller is in breach. Any other rights and remedies of the Purchaser,
including the right to request an injunction or to claim damages, shall remain unaffected.
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の保護を目的としており、したがって罰金は買主

金額であり、その結果決定される買収価格と併せ

に支払われる、というように、その理由も記すべ

て、同財務諸表に含まれる買収価格決定書に記載

きである。この場合、当事者はまた、その間に対
象会社を手放した場合にも、罰金が買主に支払わ
れるかどうかを明確にすべきである。
買主の観点からは、請求の事前警告要件に同意
することは勧められない。警告の際に間違いが起
こりやすいためである。ただし、警告要件は、非
常に厳しい競業避止条件を緩和して有効性を担保
する場合には選択肢になりうる。このため、両当

される。
（i） 固定額

ＥＵＲ［金額］
（［金額］ユーロ）
（「基

本額」）
（ii）マイナス

発効日時点のグループ会社の連

結負債（「発効日負債」）
（iii）プラス

発効日時点のグループ会社の連結

現金（「発効日現金」）
（iv）マ イ ナ ス ま た は プ ラ ス

発効日時点のグ

事者は、競業避止の範囲を対象会社の活動に応じ

ループ会社の連結正味運転資本（「発効日正

て調整し、競業避止義務の妥当な期間について合

味運転資本」）のうち、EUR［金額］（［金額］

意する必要がある。

ユーロ）を下回る額または上回る額（「発効

b）買収価格調整（Purchase Price Adjustment）
いわゆる「買収価格調整」も、ポストM&A紛

日運転資本差額」）
（v） マイナスまたはプラス

発効日までの12カ

争の原因になりやすい。SPAの署名からクロー

月 間 の グ ル ー プ 会 社 の 連 結EBITDAに

ジングまでには通常時間の開きがあるため、当事

EBITDA倍率を乗じた金額のうち、基本額

者は、その間の動きを買収価格に反映させたいと

を下回る額または上回る額（「EBITDA調整

考える場合がある。そのため、多くのSPAには、

額」
）

買収価格の遡及的な調整に関する条項が含まれ

参考資料［…］に、合意された［
［日付］時点での

る。そうした条項の文言は下記のようになる。

財務諸表]に基づく買収価格の計算例を示す。
」17）18）

「買収価格

紛争の原因になりやすいのは、条項の解釈と増

（1）買収価格の決定

額または減額の定義、特に「正味運転資本」とい

対象株式の買収価格（
「買収価格」
）は、下記の

う用語である。また、署名からクロージングまで

とおり、
「発効日財務諸表」に基づき決定される

の間に通常業務に変更があった場合にどう対応す

17）Jaletzke in: Jaletzke/Henle, M&A Agreement in Germany（2.Aufl.2020）、II. Share Purchase Agreement in
englischer Sprache mit Anmerkungen in deutscher Sprache、§ 3.1
18）"Purchase Price.
(1)Determination of Purchase Price.
The purchase price for the Shares (the “Purchase Price”) shall be an amount to be determined as follows on the basis
of the Effective Date Financial Statements and to be set forth, together with the Purchase Price resulting therefrom,
in the Purchase Price Determination Statement included therein:
(i)A fixed amount of EUR [amount] (in words: Euro [amount]) (the “Base Amount”),
(ii)minus the consolidated Financial Debt of the Group Companies as of the Effective Date (the “Effective Date
Financial Debt”),
(iii)plus the consolidated Cash of the Group Companies as of the Effective Date (the “Effective Date Cash”),
(iv)minus/plus the amount by which the consolidated Net Working Capital of the Group Companies as of the Effective
Date (the “Effective Date Net Working Capital”) falls short of or exceeds EUR [amount] (in words: Euro [amount])
(the “Effective Date Working Capital Deviation”),
(v)minus/plus the amount by which the consolidated EBITDA of the Group Companies for the last twelve months
prior to the Effective Date, multiplied by the EBITDA Multiple, falls short of or exceeds the Base Amount (the
“EBITDA Adjustment Amount”),
Exhibit […] contains an agreed sample calculation of the Purchase Price based on the [the financial statements as of
[date]]…"
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るのかがSPAに規定されないこともある。当事

な影響を認識し、必要に応じて法の規定を参照し

者が買収価格調整の正確な条件を定義したくない

て用語を定義する必要がある。SPAに貸借対照

場合は、その代わりに、特定の状況下で買収価格

表の保証も含まれる場合、両当事者は、その範囲

の再交渉が義務付けられる、いわゆる交渉条項に

が買収価格調整条項の範囲と重ならないようにす

合意することができる。しかし、交渉が失敗した

る必要がある。そうしないと、一方の条項の要件

場合や、いずれかの当事者が誠意をもって交渉し

が他方の条項によって満たされなくなる可能性が

なかった場合、このような交渉条項の法的結果に

ある。当事者が年次財務諸表について包括的に異

ついて争いになることが多い。

議を唱えられるようにしたい場合は、SPAにそ

買収価格調整条項について交渉する際には、関

の旨を明記する必要がある。

連する経済状況を全て包括的に列挙し、「企業価

代替策として交渉条項を採用する場合は、両当

値」
（該当する場合）や「正味運転資本」等の関

事者が合意に達しない場合の法的な結果を必ず定

連用語を明確に定義しておく必要がある。この文

義すべきである。

脈では、当事者はまた、異なる会計基準の潜在的
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投資協定仲裁判断例研究（129）

国有企業の行為の国家への帰属を一部肯定しつつ、公正衡平待遇義務違反を否定した事例

投資協定仲裁判断研究会

富松由希子

経済産業省通商政策局経済連携課（併）国際法務室

課長補佐

弁護士、
ニューヨーク州弁護士

Yukiko Tomimatsu

申 立 人：Ortiz Construcciones y Proyectos S.A.
（スペイン）

その約束又は表明は、単なる投資の奨励では
なく、投資段階における当該投資家の関心事

被申立国：アルジェリア民主人民共和国

についての重大な利益に関するものであり、

投資協定：スペイン・アルジェリア投資協定
（1994年）

かつ、当該投資家が投資の決定にあたり依拠

事件番号：ICSID ARB/17/1
判 断 日：2020年4月29日
仲 裁 廷：Laurent Lévy（長・スイス/ブラジル）、

したものでなければならない。
・本件では、国有企業の一部の行為につき、国
の実効的支配があったとして国への帰属を認

L. Yves Fortier（申立人選任・カナ

めたものの、本投資協定違反はないとして、

ダ）
、
Bernard Hanotiau（被申立国選任・

国の責任は否定。

ベルギー）
出

典：https://www.italaw.com/cases/5008

Ⅰ．事実関係

本件判断のポイント

申立人は、建設プロジェクトで使用するプレハ
・国有企業が国に全面的に従属し依存する関係

ブコンクリートパネルの製造と組立てのシステム

にある場合、又は、国有企業の個別具体的な

（Indagsaシステム）を保有するスペインの建設会

行為が適法な公権力の行使として行われた場

社である。被申立国は、2010年から2015年の5年

合、若しくは、当該行為につき国の実効的支

間で、国内に120万戸の公営住宅を建設する計画

配があった場合には、国有企業の行為が国家

を採択。2012年に、スペインとの間で、5万戸の

に帰属し、国家が法的な責任を負う可能性が

住宅を建設するために、被申立国とスペインとの

ある。

合弁会社を設立する意向を表明する枠組み協定

・本投資協定の公正衡平待遇義務の内容は、条
約法条約31条に従いつつ、先例を参照して定
める。先例を踏まえると、投資家の正当な期

34

（
「本件枠組み協定」
）に署名し、申立人を含む複
数の外国投資家に計画への参加を呼びかけた。
［paras. 33-38］

待は、その投資段階で、その投資により、自

計画には、住宅省、CPE（Conseil des Participations

らが得られるであろう重要な利益に関する明

de l’État：国家参加評議会）、国営持株会社SGP

示的な約束又は表明（特定的意思表示）に依

Indjab（「SGP」）、国営不動産振興会社ENPI、国

拠していた場合にのみ、生じる可能性がある。

有建設企業OLA/ARECC（「OLA」）が関与して
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いた（国有企業はいずれも国が100％保有。関与

ジェクト名への言及はなかった。）。2015年2月、

の形態については、適宜後述。総称して「本件国

住宅省から合弁会社に対し交付された覚書案には

有企業」という）
。
［paras. 151-154］
2013年、被申立国における多数の公営住宅の

「毎年2000戸を生産する5年間の枠組み契約の締
結」について言及があった。同3月、合弁会社は、

建設を目的として、OLAと申立人との間で、合

負 担 計 画 未 取 得 で あ っ た に も か か わ ら ず、El

弁 会 社 の 設 立 契 約 及 び 株 主 間 契 約 を 締 結 し、

Harrachでプラント建設を開始。約3百万ユーロ

OLAが51％、申立人が49％を保有することとなっ

を投資して、同12月に竣工した。プラントの落

た（「合弁会社」
）
。CPEによる合弁会社設立の承

成式において、住宅大臣が、プラントを使用した

認（Résolution No. 08/134/14/03/2013）を経て、

最初のプロジェクトは、Ouled Fayetの高校建設

申立人が145千ユーロを出資した。
［paras. 45-

であると述べた。約半年間の交渉の末、2016年6

51，296］

月、合弁会社は、プラントの稼働には追加の資金

Indagsaシステムの稼働にあたっては、パネル

調達が必要であるところ、当該プロジェクトだけ

を製造するための特殊なプラントを建設する必要

ではプラントの稼働を正当化する程の経済的合理

があるところ、合弁会社の設立契約には、5年間

性がない等と述べ、当該プロジェクトの調達契約

で最低5000戸の住宅の建設を委託する「負担計

への署名を拒否した。同7月、申立人は被申立国

画」
（作業計画）の取得なしに、プラント建設に

に対して、本投資協定に基づく紛争を通知。その

関する支払は受けられないとの記載があった。

後も将来のプロジェクトに関し交渉が続いたが、

［para. 337］
2013年12月から翌年6月にかけて、ENPIが合

契約締結には至らず、2017年1月、仲裁を申し立
てた。［paras. 52-94，365-380］

弁会社に対し、複数のプロジェクトを提案し交渉

本件仲裁において、申立人は、住宅省、CPE、本

を開始した。合弁会社は、Bouraada-Réghaiaプ

件国有企業の行為は国に帰属し、国の公正衡平待遇

ロジェクトの契約交渉中に、
契約締結を見込んで、

義務（本投資協定4条1項）等の違反につき、被申立

同プロジェクトのためのプラントの建設を開始し

国が責任を負うべきであると主張して争った。

た。ENPIはその後、同プロジェクトの提案を取
り下げ、代わりに他の複数のプロジェクトを提案
したが、いずれも交渉は成立しなかった。2014

Ⅱ．判断要旨

年7月、住宅省は、ENPIに対し、書簡で、公営

A. 国有企業の行為の国家への帰属（一部肯定）

住宅計画の実現のために、土地基盤を可及的速や

1. 国家責任条文4条

かに合弁会社の利用に供するよう指示した。同

当該国国内法上の国家機関である機関の行為は、

10月、El Harrachへのプラント移転に関する会議

国際法上の国家の行為とされている［para. 160］
。

で、SGPの社長は、住宅省名義で話していると

国内組織法上の国家機関ではない場合でも、国家

前置きした上で、プラントが稼働すれば、住宅省

への「全面的依存」がある場合には事実上の国家

は合弁会社に負担計画を付与すると述べた。同月、

機関とみなすことができるとするのが国際司法裁

合弁会社は、SGPに対し、書簡で、El Harrach

判所（ICJ）の確立した基準であり［para. 167］
、

でのプラントの建設を「大きな賭け」と述べたう

当該国有企業が中核的機能を果たし、中央政府へ

え、5年間で5000戸の負担計画の付与につき、よ

の日々の従属があり、全ての経営上の自立性を喪

り確たるENPIの約束を取り付けられたいと述べ

失していたという三つの基準を満たせば、事実上

た。それに対し、同年12月、SGPの社長から合

（de facto）国家機関性が認められる［para. 169］
。

弁会社社長宛てに、プラントが稼働すれば、5年

本件国有企業は、被申立国国内法上の国家機関

間の負担計画によって担保されなければならない

ではなく、国家への「全面的依存」も認められな

と述べる書簡が発出された（但し具体的なプロ

い。［paras. 172-189］
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2. 国家責任条文5条

本件国有企業については、SGPのEl Harrach

①国家機関ではない個人や構成体に、被申立国

へのプラントの移転の要求のみ、国の実効的支配

国内法により公権力を行使する資格が与えられて

下 で 行 わ れ た と し て 国 に 帰 属 す る。 理 由 は、

いたこと、及び、②その行為が、公権力の行使と

2014年の、El Harrachへのプラントの移転に関

して行われたものであることという二つの要件を

する合弁会社とSGPとの会議の議事録によると、

満たす場合には、当該行為は国家の行為とみなさ

SGPの社長は、プラントをEl Harrachに移転す

れる。
［paras. 193、194］

るよう要求したときに、住宅省名義で話している

本件国有企業はいずれも、要件①（公権力の付

と明確に述べたためである［paras. 249，250］
。

与）を満たさない。SGPは、国有企業の民営化や

ENPIによる負担計画の承認拒否は、可及的速や

再編等、一定の公権力の委譲を受けていたが、本

かに合弁会社による土地基盤の利用を可能にする

件に関連する、国が保有する株式の管理と支配に

ようにとの住宅省の指示に沿わない行為であった

ついては、通常の株主の権利行使と性質を異にせ

ため、そもそも権限外の行為であり、8条に基づ

ず、公権力の要素は含まれていない。また、公営

いて国に帰属するものではない［para. 252］
。申

住宅プロジェクトの遂行におけるSGPの機能も、

立人が主張する、OLAによる、プラントが建設

民間に与えられるような役割を越えないため公権

されればより速やかに負担計画が付与されると信

力の委譲はなかった［paras. 205-219］
。ENPIや

じさせた行為、2016年5月以降の合弁パートナー

OLAについても、公営住宅プロジェクトへの参画

である申立人への敵対的な行為（一貫性のない行

のみでは公権力の付与は基礎づけられず、仮に公

為）
、増資に関する合弁会社の利益に反する異議

権力の付与があったとしても、これらの企業は

は、いずれも国の特定の指示や実効的支配の下で

もっぱら商業的考慮に基づいて行動しており、公

行われたものでなく、利益や行動の単なる調整は

権力の行使はなかった。
［paras. 220-233］

国家に帰属するものでない。［paras. 253-261］

3. 国家責任条文8条

B. 公正衡平待遇義務

人又は人の集団が、ある行為を行うに際して、
事実上、国家の指示、指揮、統制の下で行動して

1. 規範
本投資協定には公正衡平待遇の定義はないが、

いる場合、それらの人又は集団の行為は、国際法

条約法条約31条に従い際限はある。公正衡平待遇

上の国家の行為とみなされる［para. 238］
。本来

の分析は抽象的に行うべきではなく、先例を参照

いわゆる法人格の否認は例外的であるべきであ

しつつ、本投資協定における公正衡平待遇の意味

り、
法令に基づいて国が設立した企業であっても、

を探るべきである。公正衡平待遇義務違反かどう

それだけでは当該企業の行為が国家責任条文8条

かは、個別具体的な事情に基づき、ケース・バイ・

に基づいて国に帰属するとはいえない。ある行為

ケースで判断すべきである［paras. 276，280］
。

が国に帰属するためには、国家の「指示」または

先例を踏まえると、投資家が投資段階で依拠した、

「実効的支配」が必要である。国家による「指示」

投資家が得る重要な利益に関して明示的な約束又

は、
（裁量の余地なく）
命令的でなければならない。

は表明（特定的意思表示）がなされた場合にのみ、

また、
実効的支配の基準は厳格であるべきであり、

正当な期待が生じる可能性がある。そして、正当

一般的な支配のみならず特定の行為への支配が要

な期待が生ずるにあたっては、単なる投資の奨励

求される。なお、原則として、国の指示に従わず

ではなく、投資段階における当該投資家の関心事

に行われた行為は国に帰属せず、例外的に、特定

についての重大な利益に関する約束又は表明であ

の行為について国が実効的支配をしていたにもか

り、かつ、当該投資家が投資の決定にあたり依拠

かわらず、特定の指示が無視された場合にのみ帰

したものでなければならない。
［para. 283］

属する。
［paras. 238-248］

36
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2. 国の義務違反の否定

いたことからも明らかなように、正当な期待を生

申 立 人 の 投 資 は、2013年6月、 合 弁 会 社 に、

じさせるような具体的かつ詳細な約束はなかった

145千ユーロを投資したとき（第一の投資）と、

［paras. 372，373，375］。SGPの社長から合弁会

El Harrachのプラント建設に約3百万ユーロを投

社社長に対し、プラントが稼働した暁には、5年

資したとき（第二の投資）の二回である。事実上

間の住宅負担計画によって担保されなければなら

の期待と投資協定上の保護に値すべき正当な期待

ないと述べたことにつき、
「担保されなければな

とは異なるため、各投資時に正当な期待があった

らない」という言い回しは約束にあたりうるが、

か判断すべきであるところ、被申立国による「5

「住宅負担計画」という文言は、戸数の特定もな

年間で5000戸の負担計画の付与」という特定的

いため具体的ではなく、5年間で5000戸の負担計

意思表示はなく、正当な期待はいずれの時点でも

画の付与に対する正当な期待まで生じうるもので

なかった。
［paras. 312，384］

はなかった［paras. 376-379］。「毎年2000戸を生

申立人は、第一の投資につき、2013年6月の合

産する5年間の枠組み契約の締結」という住宅省

弁会社の設立・株主間契約締結時に、5年間で

の覚書案は、あくまで案に過ぎないものであり、

5000戸以上の負担計画が承認されるという期待

しかも申立人が期待していたとする数とは整合し

を有していた（むしろ有していなければ投資しな

ておらず、特定的意思表示にはあたらない［para.

かった）と主張したが［para. 313］
、本件枠組み

380］。仮に5年間で5000戸の負担計画の付与につ

協定は、
曖昧かつ不正確な文言で構成されており、

いて正当な期待を抱いていたとしても、プラント

特定の約束に関する記載は見いだせず、また、本

の竣工後、被申立国が提案した高校建設プロジェ

件枠組み協定に関する会議において被申立国はい

クトを請けていれば、適切な施工能力を証明する

かなる約束もしていない
［paras. 315-325］
。また、

ことにより、さらなる住宅建設の負担計画を得る

いずれも商業法人たる申立人とOLAとの間の合

可能性が高まったと考えられる［para. 383］
。こ

弁会社の設立に関する覚書及び各種契約はそれぞ

れらの事情を総合すると、「5年間で5000戸の負

れ負担計画に言及していたものの、特定の約束で

担計画の付与」との特定の意思表示はなく、正当

はなく、むしろ、合弁会社の定款には事業目的と

な期待の侵害はないと考えられる［para. 384］。

して収益を上げることとの言及があるとして、被

被申立国の行為は誠実さを欠いておらず、恣意

申立国側の特定的意思表示はなかった。
［paras.

性、不当性もないため、公正衡平待遇義務違反は

326-343］

ない。［paras. 387-415］

第二の投資について、SGPの社長が、住宅省
名義で、プラントが稼働すれば負担計画が付与さ
れると述べたが、これは特定の約束にあたらない

Ⅲ．解

説

［paras. 371］
。別のプロジェクトで、契約交渉中

本件では、管轄権又は受理可能性について、争

にもかかわらず、そのためのプラントの建設を開

われていない。また、住宅省及びCPEが「国の

始した事実（なお、同プロジェクトは同年夏に頓

機関」
（国家責任条文4条）にあたることについて

挫）は、
「負担計画がなければプラントを建設し

も争いがなく、本仲裁廷も、これらの機関の行為

なかった」という申立人の主張の信憑性を著しく

は国に帰属すると判断した。また、本件国有企業

減殺する［para. 370］
。合弁会社のSGP宛て書簡

については、SGPの行為の一部のみ国家に帰属

で、プラントの建設を「大きな賭け」と述べてい

すると判断した（同8条）。しかしながら、本仲裁

るところ、これは申立人自身が高くなりつつあっ

廷は、国の責任を全面的に否定した。本件は、約

たリスクの引受けを認識していた証左であり、ま

三年にわたり争われ、費用も折半との裁定が出て

た、同書簡でENPIから5年間で5000戸の負担計

いることから、反対意見はないものの、本仲裁廷

画の付与につきより確たる約束を得るよう求めて

も双方の言い分に一定の理解を示したと思料され
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る。国有企業の行為の国への帰属や公正衡平待遇

B. 本件国有企業の行為の国家の帰属に関する判断

義務違反の有無についての判断基準（規範）につ

本件国有企業の行為について、本仲裁廷は、国

いては、基本的に、先例等を踏襲しており、特筆

連国際法委員会（ILC）による国際違法行為に対

すべき事項は多くないが、国有企業とのプロジェ

する国家の責任に関する条文（「国家責任条文」）3）

クトにおける国の投資協定違反の可能性につい

の4条、5条及び8条に従って国に帰属するか判断

て、示唆に富む事実摘示が多くされているため、

している。国家責任条文は国連総会決議の附属文

本仲裁廷が着目した事実と判断要旨を参考にされ

書としてテーク・ノートされ採択されたものであ

たい。

り、法的拘束力は有しないものの、条文規定の内
容は、慣習国際法を宣言または結晶化したものと

A. 管轄権に関する判断の懸念点

評価しうる限りで法規範性をもつ4）。

本件では、国有企業の行為が被申立国に帰属す
る か 否 か も 含 め、 本 案 で の み 争 わ れ て い る。

1. 国家責任条文4条

Flemingo事件でも指摘されるように、本来、帰属

4条は、国の組織上「国家機関」にあたる者の

（attribution）の議論は、違法性が主張されてい

行為は当該国の行為とみなすとしている。従来か

る行為が国に帰属するかという本案のみならず、

ら、国有企業を含め、法人格を有している場合に

当該紛争が投資受入国との間で生じたものである

は基本的に国家機関性は否定されてきた。本仲裁

かという管轄権の問題としても議論されるべきで

廷は、Almas事件5）の規範を引用した上で、本件

ある1）。しかしながら、本件では被申立国が管轄

国有企業の国家機関性を否定したが、これと対比

について争っていないことを理由に、特に問題な

すべき事案として、国有企業につき、価格交渉に

く認められている。仲裁廷の権限の自己決定権を

おいて当該国有企業の商業的自由（交渉の余地）

定めるICSID条約41条及び同仲裁規則42条、争

が一切なかったことを理由に、国家機関性が認め

点についての判断は理由を付するべきとのみ定め

られたNykomb事件6）がある。完全国有の電力会

る同47条（1）
（i）を勘案すると、手続違背とま

社Latvenergoが約束した固定買取価格での電力買

ではいえず、また仲裁手続経済上の合理性もある

取りを拒否し、むしろ通常の価格より低い価格と

が、判断に影響する重要な点であるため、本来は、

されたため、竣工済プラントを稼働できなかった

仲裁廷が、当事者間に争いがないという以外の理

という事案であるところ、買取価格は法令と規制

由を述べるべき事項であろう。
（なお、ICSID条

当局の決定で決められており、Latvenergoに交渉

約に基づく仲裁ではないが、ある法人の行為の国

の余地は一切なかった。国の完全保有であるとい

家への帰属について争いがなかったにもかかわら

う点は本件国有企業も同じである一方、本件国有

ず、仲裁廷が当事者に当該論点に関する見解を求

企業には商業的自由（交渉権限）があったという

釈明した上で、
当該法人は国家機関にあたるため、

事情にかんがみると、国の保有比率は決定的な要

その行為は国に帰属すると判断した例として、

素とならないが、国有企業の商業的自由の有無は

2）

Eureko事件 参照。
）

重要な判断要素となるということを示唆している

1）Flemingo Duty Free Shop Private Limited v. Republic of Poland, Award on August 12, 2016, para 418-423 .(戸田
祥太「投資仲裁判断例研究(89)」JCAジャーナル64巻5号(2017年)22頁)
2）Eureko B.V. v. Republic of Poland, Partial Award on August 19, 2005, para 121 .
3）Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts
4）酒井啓亘ほか『国際法』(2011年)311頁。
5）国家責任条文4条コンメンタリー(2001)4(11)を参照したMr. Kristian Almas and Mr. Geir Almas v. The Republic of
Poland, PCA Case No. 2015-13, paras 207-213, footnote 339 .
6）Nykomb Synergetics Technology Holding AB v. The Republic of Latvia, SCC, Award on December 16, 2003, at
page 31 . エネルギー憲章条約(Energy Charter Treaty)に基づいて初めて下された仲裁判断である。
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連載：投資協定仲裁判断例研究（129）

といえる。この点は、Almas事件の三つの基準7）

を引用したほか、Jan de Nul事件14）等を踏まえ、

とも矛盾しないため、その合理性は肯定できる。

実効的支配の基準は厳格であるべきであり、一般
的な支配のみならず特定の行為への支配が要求さ

2. 国家責任条文5条

れると判示した。

5条について、本仲裁廷は、ある者に被申立国国

本仲裁廷が国に帰属すると認めたのは、SGP

内法により特定の公権力を行使する資格が与えられ

のEl Harrachへのプラントの移転の要求のみであ

たことが、その者の行為が国家の行為と認められる

るところ、同移転に関する合弁会社とSGPとの

前提であると判示したうえで、本件国有企業が公営

会議の議事録には、SGPの社長が、住宅省名義

住宅プロジェクトという公共の利益の推進を目的と

で話しているとの記録が残っていた。国家機関名

する計画に携わっていたというだけでは、公権力の

義で話すということは国の代理で事実行為を行う

付与は認められず、いずれにしても、公権力の行使

ということの表明にほかならず、国がそれを指示

はなかったと繰り返し強調した。問題とすべき活動

又は追認（黙認）している事案においては、その

分野の公役務性ではなく特定の公権力の行使の有無

行為が国家に帰属するというのは合理的である。

8）

であるという、Jan de Nul事件 をはじめとする仲

なお、もし記録が残っていなかった場合まで、国

裁先例の流れを汲んだものである9）。

が一連の事実を証拠もなしに認めるとは一般的に
想定しがたく、議事録が証拠として一定の役割を

3. 国家責任条文8条

果たしたといえよう。
10）

ニカラグア事件判決

を蹈襲したジェノサイド

条約適用事件11） で、ICJは、8条が慣習国際法を
示していることを認め、
「実効性支配」基準につき、

C. 公正衡平待遇義務違反について
本仲裁廷が、その有無について審理すべき特定

私人が国に「完全に依存」して行動しており、国

的意思表示の対象と定めたのは、「5年間で5000

の単なる道具にすぎないときは、私人は国家機関

戸の負担計画の付与」であった。本仲裁廷が当事

と同視されるとして、同基準を再確認した12）。さ

者の主張を尊重する傾向にあることに鑑みると、

らに本仲裁廷は、国家による指示は、命令的でな

これは、申立人が、第一の投資につき、5年間で

ければならないとして、交渉への参加招待は命令

5000戸以上の負担計画が承認されるという期待

13）

的指示にはあたらない旨述べたElectrabel事件

を有していた（むしろ有していなければ投資しな

7）Almas事件の三つの基準については、II.A.1参照。なお、本仲裁廷が、国家機関性を否定した例として挙げたのは、
Almas事件のほか、Jan de Nul N.V. and Dredging International N.V. v. Arab Republic of Egypt, ICSID Case No.
ARB/04/13, Award on November 6, 2008 （山本晋平「投資協定仲裁判断例研究（5）」JCAジャーナル57巻2号(2010
年)8頁）, EDF (Services) Limited v. Romania, ICSID Case No. ARB/05/13, Award on October 8, 2009, Gustav F W
Hamester GmbH & Co KG v. Republic of Ghana, Award on June 18, 2010, Union Fenosa Gas, S.A. v. Arab Republic
of Egypt, ICSID Case No. ARB/14/4, Award on August 31, 2018 （高橋直樹「投資協定仲裁判断例研究（115）」JCA
ジャーナル66巻11号(2019年)43頁）。
8）Jan de Nul N.V., supra note 7, para 170 .
9）濱本正太郎「投資仲裁判断例研究(78)」JCAジャーナル63巻5号(2016年)12頁。
10）ニカラグア軍事活動事件本案判決(ニカラグア対米)、ICJ Reports 1986, pp. 64-65, para 115 .(小寺彰ほか編『国
際法判例百選』(2011年)106頁)
11）ジェノサイド条約適用事件(ボスニア・ヘルツェゴビナ対セルビア・モンテネグロ)本案判決、ICJ Reports 2007,
pp. 206-2011, para396-407 .(前掲注10）百選62)
12）酒井・前掲注4）317頁。
13）Electrabel S.A. v. Republic of Hungary, ICSID ARB/07/19, Decision on Jurisdiction, Applicable Law and
Liability on November 30, 2012, para 7.111 .
14）Jan de Nul N.V., supra note 7, para 173; Almas, supra note 5, para 269 .
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かった）と主張したことが要因と考えられる。正

あたりうるかという点を中心に、十分な留意と事

当な期待の前提として特定的意思表示を要請する

案に即した検討が必要であろう。

15）

先例も積み重なってきている 。証拠となり得る
資料（議事録等）も含め、国の政策決定や、プロ
ジェクトや仲裁の主張構成を練るにあたり、国ま

本稿は筆者の個人的見解であり、所属組織
の見解を必ずしも反映するものではない。

たは国有企業のいかなる行為が特定的意思表示に

15）Joseph Charles Lemire v. Ukraine, ICSID No. ARB/06/18, Decision on Jurisdiction and Liability on January
14, 2010, para 284（鈴木五十三「投資協定仲裁判断例研究（29）」JCAジャーナル58巻10号34頁(2011)), Crystallex
International Corporation v. Bolivarian Republic of Venezuela, ICSID No. ARB(AF)/111/2, Award on April 4, 2016,
para 547（小原淳見「投資協定仲裁判断例研究（83）」JCAジャーナル63巻10号12頁(2016)、「仲裁判断の法的構成は
とかく当事者の主張構成に左右される」との解説あり）, Mr. Franck Charles Arif v. Republic of Moldova, ICSID
ARB/11/23,Award on April 8, 2013, para 535（高橋直樹「投資協定仲裁判断例研究（51）」JCAジャーナル60巻11
号55頁(2013)）, Marion Unglaube v. Republic of Costa Rica, ICSID ARB 08/01, Award on May 16, 2012, para 270（杉
原大作「投資協定仲裁判断例研究（41）」JCAジャーナル59巻11号30頁(2012)）
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国際商事仲裁ADR判例紹介（11）

大阪大学大学院法学研究科教授

長田真里

Mari Nagata

被申立人が欠席したにもかかわらず仲裁廷が管轄無
しと判断した仲裁判断に対する取消の申立てを認め
なかったスイス最高裁判例
スイス最高裁判所2020年9月17日判決（4A_618/
2019）
［事実関係］
フランスに住所を有するサッカー選手であるX
はギリシア一部リーグのAクラブと選手契約して
いた（なお、ギリシアにはアンチドーピング対策
にかかる2016年第4373号法がある）
。2018年2月
の国内試合に際してのドーピング検査の結果、X
から禁止薬物成分が検出され、同年4月にギリシ
ア反ドーピング協議会（以下ESKANとする）は
Xのドーピング違反を正式に確認した。Xは異議
を申し立て、2018年6月に規律委員会による審問
を受け、規律委員会は2018年9月19日の判断（ギ
リシア語で作成され、2018年10月29日に関係者
に対して通知された）により、Xに2018年2月4日
から4年間の出場停止処分を下した（なお、同判
断には不服申立てに関する情報は何ら示されてい
なかった）
。
その後、Xはスポーツ仲裁裁判所（以下CASと
する）に対して、不服を申し立てた。2019年4月
17日、CASの書記官は当事者に管轄および本案
に関する審問を行うことを通知した。Xは遅くと
も審問開始までにギリシアの関連法規のフランス
語訳を提出するよう求められた。2019年6月13日、
CASはローザンヌで審問を行い、Xは代理人と共

に出席したが、ESKANは自ら出席することも代
理人が出席することもなかった。なお、2016年
第4373号法によれば、国際的なレベルのスポー
ツ選手に関する判断についてはCASに不服申立
てが許されるところ、FIFAは、Xは国際的なレ
ベルのスポーツ選手ではないと意見表明した。
2019年10月29日の仲裁判断により、仲裁人は管
轄がないとの判断を下した。
これに対して、2019年12月13日、Xは同仲裁判
断を取り消すよう求め、スイス最高裁判所に訴え
提起した1）。
［判旨］
申立棄却
国際仲裁事件について、仲裁判断に対する不服
申立てにかかる要件は、スイス国際私法190条な
いし192条に定められる。CASの本拠はローザン
ヌにあり、申立人は基準時に住所をスイス国内に
有してはいなかった。そのため、スイス国際私法
第12章（国際仲裁）が適用される（スイス国際
私法176条第1項2））
。
不服申立て理由において、Xは、仲裁人が誤っ
て申立てにつき管轄がないと判断したと主張して
いる。
スイス国際私法190条2項b号3） に基づき仲裁判
断の取消が申し立てられた場合、当裁判所は、仲
裁廷の管轄の有無につき、法的問題にかかる審査
をすることとなる。
スポーツに関する仲裁法47条によれば、スポー

1）スイス国際私法によれば、仲裁判断取消の訴えは最高裁判所にのみ提起できる（スイス国際私法191条）
。
2）本章［訳注第12章］の規定は、仲裁廷の本拠がスイスに所在し、当事者の少なくとも一方が仲裁合意締結時に、
スイスに住所も常居所も有していなかった場合におけるすべての仲裁に適用される。
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ツ機関により下された懲戒処分につき、当該機関
の定める法的救済の手段がつきている場合には、
他の要件が満たされていれば、当事者は不服を申
し立てることができる。同法55条は、被申立人
に対して、不服申立て理由書を受領してから20
日以内に、無管轄の抗弁を含む反論をCASに提
出するよう定める。
本件で、仲裁人は、まず、仲裁廷は自らの管轄
につき、職権で審査しなければならないとした。
その際、本件のように被申立人が不在である場合
には、入手可能な情報を下に判断するが、それ以
上調査を進めることなく審査をすることとなる。
2016年第4373号法に基づき、仲裁人は、Xが国際
的なレベルのスポーツ選手ではなく、かつ、Xが
国内試合でのドーピング審査の対象であったこと
を 確 認 し た。 そ の 結 果、 仲 裁 人 は、2016年 第
4373号法に基づき、Xは、規律委員会により下さ
れた判断に対してギリシア国内の不服申立て機関
に不服申立てをすべきであり、直接CASに申し
立てるべきでなかったとした。さらに仲裁人は、
Xは、自らに挙証責任があるにもかかわらず、国
内の救済手段を尽くした証拠を提出せず、また国
内に不服申立て機関が存在しないことを示すこと
はなかった、とした。以上からCASは、Xが事前
の法的救済手段を尽くしたとは言えず、本件につ
き管轄がないと判断した。
スイス国際私法190条2項b号に違反していると
の不服申立て理由で、Xは、CASが自らの管轄の
有無につき、自ら調査を行ったことを問題として
いる。Xによれば、仲裁人は、自らが入手可能な
情報に基づいて判断すべきであったのであり、
2016年 第4373号 法 の 提 出 を 求 め る べ き で は な
かったし、FIFAにXのレベルについて問い合わ
せるべきでもなかった。被申立人が手続に参加し
ている場合、管轄について留保なく参加していれ
ばその事実をもって管轄が肯定されるが（スイス
国際私法186条2項）
、被申立人が欠席の場合には
事情は異なる。この場合には、仲裁廷は、自らの
管轄につき職権で審査をしなければならない。そ
の際、既に提出された情報に基づいて判断をしな
ければならず、それを越えて、さらなる手続をす
ることは認められていない（2013年6月20日スイ
ス最高裁判決4A_682 / 2012）
。
しかし4A_682 / 2012判決からは、欠席審理の

際に、当該仲裁廷の管轄の有無を判断するために
いかなる調査手段も執ってはならないとは読み取
れず、仲裁廷が、自らの管轄問題を明確にするた
めに、特定の追加的な情報を集めたり、調査する
ことが禁じられることはない。本件では、Xの立
場（国際的な選手なのか否か）はCASの管轄判断
に大きな影響を有していた。このような状況下で
は、仲裁人がFIFAやXから特定の追加的な情報を
収集したからといって非難されるべきではない。
Xは、加えて、ESKANがCASの判断が下される
までその審理に参加せず、当該判断が下されて初
めてCASによって示された期限内に、Xによる秘
密保持の要求に対して反論をすることによって、
混乱を招いたと主張する。しかし、ESKANには仲
裁審理を無視するという選択が認められている。
さらにXは仲裁人が他に利用すべき申立て手段
を尽くしていないために管轄を有しないと判断し
たことを非難している。Xがある事実が存在しな
いこと、特に、2016年第4373号に定める不服申
立て機関が存在しないことを主張する限り、Xは、
実際にはESKANがこのような不服申立て機関の
存在を証明する責任を負っていると主張する。本
件では、仲裁人はCASの先例および2名の研究者
の見解を参照している。それらによれば、国内の
法的救済手段がつきているか、そのような手段が
存在していないことは、仲裁を申し立てた者にそ
れを証明する責任があるとされる。仲裁人は、X
が不服申立て機関が存在しないことやそのような
機関に申立てを行ったがそれが認められなかった
ということを証明していないと判断した。仲裁人
が、申立人が提出した証拠は2016年第4373号法
に定める不服申立て機関が存在しないことを証明
するには十分でないと判断したことで責められる
ことはない。
Xは、また、2018年9月19日に規律委員会によ
り下された判断には何ら法的救済に関する記載が
なかったことを理由として、公序違反（スイス国
際私法190条2項e号）であると主張するが、この
種の判断に法的救済に関する記載がない場合、当
事者は自ら必要な情報を集める注意を払うべきで
あると期待される。判断の名宛て人が、自ら必要
な情報を入手し、その後に、適切な機関に行動を
とるという形で、合理的な期間内に自らの権利を
守るために必要な手段をとらなければならない。

3）190条2項
仲裁判断取消の訴えは以下の場合にのみ提起されうる。
b 仲裁廷が誤って管轄あり、もしくは管轄無しと判断した場合。
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国際商事仲裁ADR文献紹介（11）

中央大学法学部教授

秦 公正

Kimimasa Hata

2020年11月現在、ドイツには消費者紛争処理
法（VSBG）によって認証を与えられた28団体の
消費者調停所が存在している（各団体の詳細につ
いては、連邦司法省ホームページ〔https://www.
bundesjustizamt.de/DE/Themen/Themen_node.
html〕のタブVerbraucherstreitbeilegungから閲
覧可能）
。消費者調停所の分類の仕方には、たと
え ば、2016年 の 消 費 者 紛 争 処 理 法 施 行 前 か ら
存在していたか施行後に設立されたか、ある分
野に限定して業務を行うか、そこに含まれない紛
争全体をカバーする形で業務を行うか
（たとえば、
Universalschlichtungsstelle des Bundes –Zentrum
für Schlichtung e. V.がそれにあたる）
、紛争処理
機関の設立が法律によるか（今回本稿で紹介す
るSchlichtungsstelle Energie e. V.がその一例）
、
そうでないかなどによって分類が可能である。1つ目
の文献は、このうち、施行前から存在し、対象を限
定して業務を提供し、紛争解決機関の設立が法律（い
わゆるエネルギー事業法〔Energiewirtschaftsgesetz
あるいはEnergiegesetz 略称EnWG〕
）による、
登録法人エネルギー調停所の概要と関連判例を扱
うものである。
Alexander/ Grubert, Verbraucherschlichtung
im Energierecht - Einordnung, Funktionsweise
und Finanzierung des Schlichtungsverfahrens
g e m ä ß § 111b E n W G , V u R 9/2020,
S.336~S.343
本文献は、主に2つの部分から構成されている。
すなわち、
1つは、
エネルギー事業法111条b（以下、
条数のみ示す）に根拠を置く、エネルギー調停所

が実施する裁判外紛争解決の種類、法的根拠、対
象事件、調停手続、運営資金など、調停所の全般
を述べる部分であり、もう1つは、調停所の運営
資金に関わる問題に関する裁判例の状況を説明す
る部分である。なお、同調停所が2019年の1年間
に取り扱った事件は、約6800件とのことである。
エネルギー調停所の概要を簡単に述べると、ま
ず、同調停所が提供する紛争処理方法は、調停で
あり（調停案を提示する）、仲裁、メディエーショ
ン は 提 供 し て い な い（S.336f.）。 同 調 停 所 は、
111b条を根拠にしており、2011年に当時の管轄
を持つ連邦省の承認を受けて設立された。その後、
消費者紛争処理法の制定・施行に伴い、消費者紛
争処理法で導入された消費者調停所とされた
（111b条8項）。エネルギー調停法に規定が存在し
ない部分については、消費者紛争処理法が適用さ
れる。同調停所の運営は、エネルギー経済団体と
連邦消費者センター連盟（vzbv）によって支えら
れている。調停を担当するオンブズマン（同調停
所の調停人はオンブズマンと呼ばれている）は4
名の法曹有資格者である。
次に、調停手続のポイントをいくつか確認する
と、同調停所の手続は裁判手続に先行するもので
はない、対象となる紛争の人的・物的範囲は、企
業（エネルギー供給者、メーター・オペレーター、
メーター測定者）と消費者（営業を行う個人は除
かれる）間の紛争であり、対象事件は供給ネット
への接続、エネルギー供給・測定に関する紛争
（111b条1項1文）である。また、調停手続の詳細
はエネルギー調停所の手続規定が定めるものの、
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111b条が定める手続の特徴の1つに、企業の手続
参加義務を定めた規定がある（111b条1項2文）
。
著者は、この規定は消費者にメリットがあるが、
紛争の潜在的可能性をもつと評価する（S.338）
。
調停所は、最終的に調停案を提示することを予定
しているが、この調停案は両当事者を拘束するも
のではない（S.339）
。企業側の調停受諾義務は
規定されていない。なお、文献では、2019年の
調停所の活動報告も紹介されており、それによる
と、 受 理 事 件 の 終 局 区 分 は、 即 時 の 紛 争 除 去
48％、調停所による司会14％、不適法な申立て
17％、申立取下げ12％、調停案の提示9％となっ
ている。
文献の後半で扱われている問題は、同調停所の
財源に関する法律問題の裁判例の状況である
（S.339ff.）。すなわち、同調停所は、現実に、エ
ネルギー関連会社からの拠出金ならびに各調停手
続で徴収される料金によって運営されているが、
1．徴収額を調停所が自ら規定している、2．消
費者は無料で手続を利用できるが、企業は対価を
支払う義務があるうえ、手続参加義務が課せられ
ている。これらの点が、たとえば、企業の司法基
本権ならび司法行為請求権（基本法92条、101条
1項2文）を侵害していないか、エネルギー事業
法111b条は企業の持つ基本権と整合しているか、
そして、具体的な費用の決定が調停所に委ねられ
ているのは確定性（Bestimmtheit）に違反してい
ないかなどの点が企業側から問題とされたのであ
る。これらの点について判断したケルン上級ラン
ト裁判所は、企業側の主張をいずれも退けた。ま
ず、第1の点については、同調停所の調停は、基
本法の意味での裁判ではない、また、調停案は当
事者を拘束力せず訴訟が可能であることを主な理
由とする（S.340f.）
。次に、第2点については、
手続参加義務、資金拠出義務は、企業活動の自由
との関係で、均衡性原則（Verhältnismäßigkeit）
が問題となるが、エネルギー事業法111b条は、
司法の負担軽減、消費者の利益保護を目的として
おり、
上記の義務はその目的に合致する（S.341）。
ただし、調停所が徴収する額と手続のためのコス
トが適切な関係にあることが必要である。
そして、
第3点については、立法者が事前にコストを予測
することは困難であった、また、企業も、民間の

44

調停所が手続実施に費用がかかり、その費用を企
業に課す可能性があることを予測することは可能
であったことを主な理由とする（S.342）
。
Kerstin Kols, Streitverhalten und
Streitbeilegung im Bereich der Arzthaftung in
Deutschland aus Sicht der Schlichtungsstelle
für Arzthaftpflichtenfragen der norddeutschen
Ärztekammern, Höland/ Meller-Hannich (Hrsg.),
Nichts zu klagen?, 2016, S.89～S.99
2つ目の文献はすでに5年ほど前の文献になる
が、比較的近時のドイツにおける医事紛争調停に
関する具体的なデータを知る上で役に立つため紹
介する。北ドイツ医師会医療過誤問題調停所は、
1976年に設立されて以来、すでに40年以上の医
事紛争の処理実績を有している。本拠は、北ドイ
ツのニーダーザクセン州ハノーファーであるが、
ベルリン州、ハンブルク州をはじめ、連邦の半数
以上の州の医事紛争を扱っている（S.90）。
文献から知ることができるデータは、1．1976
年から2014年にかけての申立数（S.90 表1及び
S.92 表2）、2．2014年の内容別の申立割合（S.93
表3）
、3．2014年の開業医の専門別の占有割合
（S.94 表4）、4．2014年の開業医におけるミスの
種類別割合（S.94 表5）、5．2014年の病院の専
門別の占有割合（S.95 表6）、6．2014年の病院
におけるミスの種類別割合（S.96 表7）、7．2014
年に実体判断された事件で処置のミスの肯定・否
定割合及び因果関係の肯定・否定割合（S.97 表8）
である。それらの要点は以下のとおりである。
2001年以降、例年約4000件前後の申立てがある。
2014年に申立ての対象となった処置は、手術／
実施30,5％、診断／イメージング9,6％、開業医
の専門別では、災害外科／整形外科27,9％、かか
りつけ医15,6%、開業医におけるミスの種類では、
診断／イメージングが21,3％、診断／既往歴／検
査13,0％、病院における専門別では、災害外科／
整形外科が33,2％、一般外科が14,1％、病院にお
けるミスの種類では、手術／実施が24,9%、診断
／イメージングが17,4%、実体判断がされた事件
に占める割合では、処置ミスなしが66％、処置
ミスがあるが損害との因果関係なしが7％、処置
ミスがあり因果関係もあるが27％となっている。
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戦略的な消極的確認訴訟の国際裁判管轄について
（下）

立教大学法学部・法務研究科教授

安達栄司

Eiji Adachi

は、そのような事故は全く身に覚えのないことだと
Ⅰ．はじめに

考えて、それに対抗して東京地裁においてＡを被告

Ⅱ．不 法行為地管轄は消極的確認の訴えに適

としてこの交通事故に基づく賠償義務の不存在の確

用されるか

認を求める訴えを提起する。ここでは、Ａが主張す

Ⅲ．管轄原因の審査方法

る交通事故はその成否どころか存否すら不明である
（以上、前号）

としても、Ａが東京都内の某所での事故発生を主張

（以下、本号）

し、裁判所の審理においてその某所が地理的に東京

Ⅳ．各種の不法行為事件に見る場所的関連事実

都内に存在することが証明される、または公知であ

Ⅴ．国際ビジネス法務への示唆

るならば、日本の裁判所は、日本に場所的関連事実
があるとして、Ｂの訴えについて不法行為地の国際
裁判管轄を肯定することができる。
東京地裁平成19年3月20日中間判決（判時1974

Ⅳ．各 種の不法行為事件に見る場所的関
連事実

号156頁）は、この単純不法行為の類型に属する。

それでは、問題になる不法行為の場所的関連事

受けた米国会社Ｙが、債務の担保としてＸに差し

実の存在はいかなる場合に肯定できるのか。これ

入れた円預金について違法・不当に担保権が実行

までの実務において、国際的な対抗的な消極的確

されたと主張して、Ｘを被告として米国の裁判所

認の訴えに見られた不法行為の事案類型を手がか

に損害賠償等を求める訴えを提起したことに対抗

りに検討してみよう。

するＸの訴えにかかわる。本判決は、
「弁論の全趣

事案は、簡略化すると、日本のＸ銀行から融資を

旨によれば、少なくとも、Ｙが本件預金担保を設
（1）単純不法行為事件

定し、それをＸが実行したことが不法行為として

自動車の交通事故のように加害行為地と（直接的

主張されていることが認められる。……本件預金

な）結果発生地が一致して確定できる不法行為事件

担保は我が国の東京都内において設定されたこ

の場合、当該事故の発生場所の所在が場所的関連事

と、
・・Ｘは、
・・本件預金担保の実行をし……こ

実となる。例えば、外国人のＡが観光で来日中に東

とが認められる。そうすると、民訴法五条九号に

京都内で日本人Ｂとの間で交通事故が発生したとし

より、上記請求については、我が国の東京都に不

て、帰国後にＡの母国の裁判所においてＢに対しこ

法行為地の裁判籍があるというべきである。
」と述

の交通事故に基づく損害賠償の訴えを提起した。Ｂ

べて不法行為地管轄を肯定した。この事案では、
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Ｙが主張する不法行為の加害行為地としても結果

する隔地的不法行為の場合、事案との近接性および

発生地としても、Ｘ銀行東京支店の預金が問題に

立証の便宜という管轄利益は双方の場所に認めるこ

なっており、そのことが不法行為地管轄権を生じ

とができる。製造物責任に関する消極的確認の訴え

させる場所的関連事実として認定されたといえる。

の事例では、加害行為地としての不法行為地管轄が
問題になる場合、問題の製品の設計・製造場所が日

（2）取引的不法行為事件
契約取引上の詐欺による不法行為が問題になる場
合、損害は被欺罔者の財産全般に生じると考えるな

本にあるという事実が、不法行為の場所的関連事実
として認められて不法行為地管轄が肯定される。
大阪地裁昭和48年10月9日判決（判時728号76頁。

らば、結果発生地は被欺罔者の本拠地であると考え

関西鉄工事件）は、大阪市内の製造業者Ｘが製造し

るべきである1）。詐欺の場合、被欺罔者に向けられ

米国に輸出された機械について米国裁判所で提起さ

た欺罔行為は、出張先でも、電話でも、インターネッ

れた製造物責任訴訟に関連して、共同被告の米国輸

トを介しても実行されることができるので、そのこ

入業者ＹがＸに対して提起した求償訴訟に対抗し

とで生じる場所的結びつきは偶然のものにすぎな

て、ＸがＹを被告として提起した消極的確認の訴え

い。詐欺による財物の交付は被欺罔者に起こった錯

にかかわる。大阪地裁は、
「米国第二訴訟の原告（す

誤に起因することを考慮するならば、加害行為地も

なわちＹ）の主張によれば、Ｘが設計または製造に

被欺罔者の本拠地に一致すると見ることができる。

つき欠陥のある本件プレス機械を製造したという違

東京地裁昭和40年5月27日判決（判タ179号147

法（加害）行為が原因となってＹが米国第一訴訟で

頁。海の勝利事件）は、日本会社のＸらが、米国

敗訴し、ために損害を被るおそれがある、というの

会社およびその代表者ＹによってＸらを相手に米

であり、そして、Ｘの主張によれば本件プレス機械

国裁判所に提起された詐欺を理由とする損害賠償

を日本（大阪）で設計し、かつ製造したというので

請求の訴えに対抗して、Ｙらが被ったと主張する

あり（このこと自体関係当事者の主張等の弁論の全

損害賠償債務の不存在の確認を求めて、Ｙのみを

趣旨により認めることができる）
、かかる（設計ま

被告として東京地裁に提起した訴えにかかわる。

たは製造につき）欠陥のある本件プレス機械の製造

東京地裁は、Ｙの代理人が東京に出張して費用を

（設計も含む）という加害行為がなされた土地とい

支出したこと、およびＹが東京で得られたであろ

う観点からみると同規定にいう不法行為地には日本

う興行収入の一部を損害として請求していること

（大阪市）が入るものである。
」と述べて不法行為地

から、Ｙの主張する本件不法行為の損害発生地に

の国際裁判管轄を肯定した。

は東京も含まれると判断して、不法行為地の国際

東京地裁平成1年6月19日判決（判タ703号240

裁判管轄を肯定した。上述の通り、詐欺による不

頁。品川白煉瓦事件）も、日本会社Ｘが日本で製

法行為の場合、加害行為地も結果発生地も被欺罔

造して米国法人Ｙに対して継続供給した製品の欠

者の本拠地にのみ観念できるものである。した

陥に関して、ＹがＸに対して提起した製造物の欠

がって、ＹおよびＹの米国会社の事業の本拠が米

陥を理由とする損害賠償請求訴訟に対抗して、Ｘ

国にあると判断されるならば、本件の不法行為に

がＹを被告として提起した消極的確認の訴えにか

関する場所的関連事実は日本には存在しないとし

かわる。東京地裁は、製品の製造・設計が日本で

て、不法行為地管轄は否定されるべきであった。

行われたことを認定して、日本に加害行為地（加
害行為地）があるとして不法行為地の国際裁判管

（3）製造物責任事件

轄を肯定した。東京地裁（平成3年1月28日判タ

加害行為地と結果発生地が別の場所（国）に存在

764頁。ナンカセイメン事件）
も同様の判断である。

1）三ツ木正次「渉外不法行為に基づく損害賠償債務の不存在確認の訴の裁判管轄権と準拠法」ジュリスト337号（1966
年）145頁。
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戦略的な消極的確認訴訟の国際裁判管轄について（下）

（4）営業秘密侵害事件および人格権・信用毀損
事件

が米国訴訟においてＸに対して請求する損害賠償
請求等の請求権の準拠法は米国法であり、また本

（ア）営業秘密

上記で紹介した横浜地裁平成26

件不法行為の主たる加害行為地および損害発生地

年の事件（マイケルカーン事件）がここに属する。

がいずれも米国内にある。東京地裁は、上記横浜

本件は、ＹがＸに対して米国で提起した損害賠償

地裁とは異なり、本件訴えの訴訟物と米国訴訟の

請求訴訟に対抗するためにＸがＹに対して提起し

訴訟物の異同に留意せず、また本件訴えの確認対

た消極的確認の訴えである。Ｘが掲げた請求の趣

象の読替えもしない。東京地裁は、Ｙとの間で秘

旨は、Ｘが本件営業秘密を不正取得、不正開示、

密保持義務を負うＡとＸが技術指導契約を締結

不正使用等をしたことによって日本の不正競争防

し、技術指導を受けたこと等の本件不法行為の加

止行法2条1項5号、
6号、
8号または9号に違反し、
よっ

害行為とされているもののうちの重要な行為が日

てＹに対して負う損害賠償等の各債務が存在しな

本の東京で行われたことは当事者間に争いがない

いことを確認することであった。しかし、
本判決は、

と認定して、簡単に不法行為地管轄を肯定した。

この確認対象を文字通りには受け取らず、それら

本件について、Ｘが侵害したとＹによって主張さ

が米国訴訟の各訴因に対応することを認定し、さ

れている営業秘密が米国内でもっぱら管理され、米

らに米国訴訟におけるＹの主張を詳細に検討した

国法によって保護される利益であるならば、横浜地

うえで、Ｙが問題にしているのは米国内でのＸの

判の事案と同様に、日本の中に加害行為地も結果発

行為と米国内でＹに生じる損害であるとみるべき

生地も観念できず、本件の不法行為について場所的

だと結論づけたのである。本判決が判示したよう

関連事実は日本には認められない。日本国内におい

に、本件の消極的確認の訴えの確認対象が米国法

ては本件営業秘密の侵害行為の一部または準備が行

によって保護される営業秘密であると読み替えら

われたに過ぎない2）とみなされる本件について、加

れるならば、その営業秘密が米国内以外の国にお

害行為地としての不法行為地の場所的関連事実が日

ける行為によって侵害されること、およびそこで
損害が発生することは、およそ観念できない。わ

本にあると認定した本判決には疑問がある。
（イ）人格権・信用

権利主体がその法的利益

が国における本件不法行為（営業秘密侵害）の場

を管理または享受している場所があるならば世界

所的関連事実を否定して不法行為地管轄を否定し

中どこでも保護を受けることができる普遍的権利

た本判決の結論は妥当だということになる。

という意味で、営業秘密は、生命・身体・名誉・

東京地裁平成1年5月30日中間判決（判タ703号

信用と共通する3）。これらの法的利益を侵害する

240頁。グールド事件）は、米国企業Ｙが日本企

不法行為においては、加害行為地と結果発生地が

業Ｘを共同被告のひとりとして営業秘密（ノウ・

原則的に一致することに特徴がある。

ハウ）の侵害を理由として損害賠償および差止め

東京地裁平成1年8月28日判決（判タ710号249

を請求して米国裁判所に提起した訴えに対抗し

頁。もう一つのロス殺人事件）は、アメリカ在住

て、
Ｘが日本で提起した消極的確認の訴えに関し、

日系人Ｙが日本の出版社Ｘに対し、Ｘが日本で編

不法行為地の国際裁判管轄を肯定した。本件訴え

集出版した月刊誌の記事についてＹの名誉を毀損

の請求の趣旨は、ＸのＹに対する不法行為による

するものだと主張して米国裁判所に提起した損害

損害賠償債務および差止請求権等が存在しないこ

賠償の訴えに対抗して、Ｘが東京地裁においてＹ

とを確認することである。Ｙの主張によれば、Ｙ

を被告として、同記事に関しＸのＹに対する名誉

2）偶然に左右され特定困難な共謀等の行為の地をもって不法行為地とすることが適切でないことについて、横浜地
判平成26年の判旨第三、二、（2）イの末尾参照。兼子一原著・条解民事訴訟法［第二版］（2011年）」94頁（新堂幸
司ほか）。
3）鈴木將文「営業秘密の保護の国際的側面に関する覚書」特許研究69巻3号（2020年）60頁。知財高判平成30年1月
15日判タ1452号82頁のコメント参照。
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毀損による損害賠償債務の存在しないことの確認

に対し本件米国特許権の侵害による損害賠償請求

を求める訴えにかかわる。東京地裁は、次のよう

権を有しないことの確認を求めて提起した訴えに

に述べて不法行為地の国際裁判管轄を否定した。

かかわる。Ｘは、米国訴訟においてＸがした日本

「……Ｙは、Ｘが……本件記事を掲載した本件雑

国内の行為（特許権侵害の積極的誘因行為）も不

誌を販売し、それが同州ロスアンジェルス或いは

法行為に当たるとＹによって主張されているとし

その他の日本人コミュニティ（日系人社会）で読

て、不法行為の加害行為地が日本にあると主張し

まれたことによってＹの名誉が害された旨主張し

た。原審は、米国訴訟でそのような主張をしてい

ているに止まり、Ｘが日本国内において本件雑誌

ないというＹの主張を容れて本件について不法行

を編集出版したことそれ自体は不法行為として主

為地（加害行為地）の国際裁判管轄を否定した4）。

張していないことが認められる。そして本訴にお

知財高裁も本判決においてこれを支持した。

いてもＹは右と同一の主張をしているところであ

特許権には属地主義が妥当するので5）、米国特

る。そうすると、民事訴訟法一五条一項の「不法

許権の侵害が問題になる限りにおいて、日本国内

行為のありたる地」とは、結果（損害）の発生地

において加害行為地も結果発生地も存在すること

のみならず、原因行為のあった地でもよいことは

を観念することができず、もちろん不法行為地管

Ｘ主張のとおりであるが、本件においては、Ｙが

轄の場所的関連事実も存在する余地はない。不法

主張するところの、Ｘが本件雑誌をＹの居住する

行為地の国際裁判管轄を否定した本判決の結論は

カリフォルニア州で販売し、Ｙの名誉を毀損した

妥当である。

ことが不法行為であって、右雑誌を日本国内で編

（イ）日本特許権

知財高裁平成31年3月4日判

集及び出版したことは本件不法行為の内容を成し

決（LLI・DB 判例秘書Ｌ07420048。アップル対

ていないといわなければならない。したがって、

クアルコム事件）は、米国会社Ｘらが米国会社Ｙ

本件の不法行為地はアメリカ合衆国カリフォルニ

らに対し、Ｘらが日本国内でする製品の生産・譲

ア州であるから、民事訴訟法一五条一項に準拠し

渡等につき、Ｙが保有する日本特許権（本件特許

て我国に裁判管轄権を認めることはできない。」。

権）に基づく損害賠償請求権及び実施料請求権を

本判決がＹの主張を考慮して認定したとおり、

有しないことの確認を求めて東京地裁に提起した

本件不法行為が米国内において（特定の地域また

訴えにかかわる。なおＸは、米国裁判所において

は人的範囲に限って）保護されているＹの人格権

Ｙを相手取ってＹが保有する米国対応米国特許権

の侵害に関するものであるならば、その加害行為

に関する消極的確認訴訟も提起していたが、本件

の場所も結果発生の場所も米国内でしか観念し得

訴えはその米国訴訟中で明らかになったＹの請求

ず、日本国内に場所的関連事実は認められない。

に対抗する意図もあるようである。第1審におい

東京地裁の判断は妥当である。

て、Ｘは不法行為地の国際裁判管轄が認められる
ことについて、次のように主張していた。「損害

（5）特許権侵害事件
（ア）外国特許権

賠償債務不存在確認の訴えについて不法行為地管
知財高裁平成29年12月25日

轄が認められるためには，特許権を保有する被告

判決（LLI/DB判例秘書 L07220551。オリオン

が原告の行為によって特許権が侵害されて損害が

電機事件）は、カナダ会社Ｙが日本法人Ｘを被告

生じたとの事実関係を主張していることを主張立

として米国裁判所においてＹの米国特許権の侵害

証すれば足りる。本件では、Yらは，Xらによる

を理由として差止めおよび損害賠償請求訴訟に対

日本国内における原告製品の生産，譲渡等の行為

抗して、ＸがＹに対し東京地裁において、ＹがＸ

により本件特許権が日本国内で侵害されて損害が

4）東京地判平成29年2月15日LEX/DB 25553745。
5）最判平成9年7月1日民集51巻6号2299頁（BBS事件）。
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戦略的な消極的確認訴訟の国際裁判管轄について（下）

生じたとの事実関係を主張しているから，日本の
裁判所に管轄権が認められる。
」
。これに対し、Ｙ

裁判管轄を肯定したと見ることができる7）。
特許権の属地主義によるならば、日本の特許権が

は「不法行為地管轄に関し，原告製品の生産，譲

問題になる限りにおいて、わが国においてその侵害

渡等の行為により本件特許権が日本国内で侵害さ

（の恐れ）及び損害の発生（の恐れ）は、論理的に

れて損害が生じたとの事実関係をYらが主張した

存在し得るものである。上記の知財高裁平成29年判

ことはないので，特許権侵害に基づく損害賠償請

決のような外国特許権の事件とは異なり、日本の特

求権の不存在確認の訴えについて日本の裁判所は

許権が問題になる事案に関する訴えの場合、常に場

管轄権を有しない。
」と述べてこれを争った。東

所的関連事実が日本にあるとして、不法行為地の国

京地裁は、しかし、この争点について判断せず、

際裁判管轄を肯定することは妥当である。

次の事実を認定して、本訴えには確認の利益がな
いとして訴えを却下した6）。①YがＸに対し、Ｘ
製品が本件日本特許を含むＹ保有の多くの特許権

Ⅴ．国際ビジネス法務への示唆

を侵害していたと主張した事実はないこと、②Ｙ

以上、近時の裁判例を参照して消極的確認の訴

らは本件訴訟において一貫してＸ製品につき本件

えについて不法行為地の国際裁判管轄（民事訴訟

日本特許権侵害に基づく損害賠償請求権等を有し

法3条の3第8号）が認められるための要件を検討

ないと表明していること、等である。

した。給付の訴えの場合とは異なり、不法行為の

控訴審としての知財高裁も、本判決において、

要件事実のうちの客観的事実関係についての証明

本件訴えは訴えの利益を欠き却下すべきものと判

は要求されず、ただ本案と重ならない不法行為の

断したが、同時に原判決で省略された不法行為地

場所的関連性を示す事実がわが国に存在すること

の交際裁判管轄の争点に関しても次のように述べ

の証明が要求される。具体的には、確認の対象と

て、肯定した。
「……本件は，特許権の侵害を理由

して問題になる事件の現場、製品の設計・製造場

とする損害賠償請求権の不存在が確認の対象とさ

所、法的利益の管理・享受地、または知的財産権

れていることから，不法行為に関する訴えに該当

の登録地がこの場所的関連性を徴表する事実であ

する。不法行為に関する訴えについては，
「不法行

ることが明らかになった。

為があった地が日本国内にあるとき」に我が国に

これらの場所的関連事実が日本にあればそれだ

国際裁判管轄が認められる（同法3条の3第8号）
。

けで不法行為地の国際裁判管轄が肯定されるとす

本件では，Yの有する日本の特許権の侵害を理由

るならば、対抗的で戦略的な消極的確認の訴えを

とする損害賠償請求権の不存在が確認の対象とさ

活用できる幅は広がるように見え、国際ビジネス

れ，Xらが日本国内においてX製品1の輸入販売等

法務においてあり得る戦術のひとつとして常に検

の行為を行っていることが認められることから（弁

討されるべきである。ただし、先行する外国訴訟

論の全趣旨）
，日本の裁判所が管轄権を有する。
」
。

の存在及び状況が考慮されて、国際的二重起訴に

知財高裁は、日本の特許権の侵害が当事者間にお

当たる、確認の利益を欠く、または民事訴訟法3条

いて問題になっているという事実だけで、わが国

の9の特別の事情があるとして、却下される可能性8）

に不法行為の場所的関連があることを認めて国際

があることは同時に考慮に入れなければならない。

6）東京地判平成30年7月13日LLI/DB判例秘書L07330410。
7）ここで確認の利益が本案（特許権侵害の有無）に密接にかかわる問題であるとするならば、理論的には国際裁判
管轄の判断が、確認の利益の判断に先行するべきであり、知財高裁の立場が正しい。なお、同じ当事者間で別の日本
特許権に関する消極的確認の訴えについて、東京地判平成30年4月26日LLI/DB判例秘書L07330055及びその控訴審
の知財高判平成31年2月19日LLI/DB判例秘書 L07420041は、いずれも国際裁判管轄について判断をしないで、確認
の利益を否定して訴えを却下していた。
8）道垣内正人・国際契約実務のための予防法学（2012年）173頁。
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外国判決の承認・執行に関する新しいハーグ条約
（7）

一橋大学大学院法学研究科教授

竹下啓介

Keisuke Takeshita

本連載は、2019年7月2日にハーグ国際私法会議
の第22会期外交会議で採択された「民事又は商事
1）

原因が認められることはない。
f号に規定される間接管轄を否定するための被告

に関する外国判決の承認及び執行に関する条約」

による管轄の異議の主張は、判決を下した裁判所

（以下「判決条約」という）の逐条解説である。

の属する国（以下「判決国」という）の法の下で

今回は、判決条約の5条1項f～j号を解説する。

適切な時期に主張されなければならない。特別委
員会第1回会合の結果である2016年条約草案2）5条

第5条第1項（承前）
2．5条1項に規定される個々の管轄原因
（6）応訴管轄

1項f号では、主張の時期について、判決国法に委
ねずに「することのできる最初の機会に」主張し
なければならないとされていたが、同委員会第2
回会合での議論を経て作成された2017年2月条約

f号は、被告が管轄の異議を主張せずに本案応

草案3）5条1項f号で判決条約5条1項f号と同様となっ

訴した場合に応訴管轄を認める規定である。この

た。当初の案は、条約独自の適切な主張の時期を

管轄原因は、e号と同様に、被告の意思を基礎と

定めるものであったと解される。しかし、被告は

する。f号の応訴管轄が認められるためには、被

判決国においてその手続法に依拠して主張を行う

告が本案について弁論をしたことが必要であるた

はずであることからすると、判決条約において独

め、欠席判決の場合や、被告が管轄違いの抗弁の

自の厳格な主張の時期を設定することで被告の訴

みを提出して本案の弁論を行わなかった場合に

訟活動に困難が生じることも想定されるため、適

は、
この管轄原因が認められることはない。また、

切な主張の時期を判決国法に委ねることに合理性

管轄の異議を主張した場合には、仮に本案につい

はあると考えられる。なお、判決条約5条1項f号本

て何らかの答弁をしていたとしても、f号の管轄

文では、次に説明するただし書と異なり、単に「裁

1）Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters, concluded 2
July 2019. なお、条約本文やその解説報告書であるFrancisco Garcimartín and Geneviève Saumier, Explanatory
Report on the Convention of 2 July 2019 on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or
Commercial Matters（以下では「判決条約解説報告書」という）を含め、ハーグ国際私法会議の文書については、そ
の多くが<http://www.hcch.net/>で閲覧可能である。
2）2016 Preliminary Draft Convention, Work. Doc. No 76 E rev. of the Special Commission on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgments.
3）February 2017 Draft Convention, Working Document No 170 E revised of the Special Commission on the
Recognition and Enforcement of Foreign Judgments.
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連載：外国判決の承認・執行に関する新しいハーグ条約（7）

判管轄権についての抗弁を提出せずに」とされ、

見込みがないことが明白であることを、承認国の

管轄権の行使に対する異議が明示されていない

裁判所において明らかにしなければならない）と

が、それも当然に対象とする趣旨であると解され

説明される6）。確かに、管轄権又は管轄権の行使

る。様々な国で裁判所に管轄権の不行使を認める

に対する何らかの異議の主張が認められる可能性

法理であるフォーラム・ノン・コンビニエンスの

があるのに、管轄権又は管轄権の行使に対する何

法理が存在しているが、この法理に基づいて管轄

らの主張もしなかった場合には、応訴管轄が認め

権の不行使の主張がされた場合には、管轄の異議

られてしかるべきであろう。なお、判決条約解説

を主張したこととなると考えられる。

報告書においては、その点を超えて、1つでも認

ただし、f号では、管轄権又は管轄権行使に対

められる可能性がある管轄に関する異議の主張が

する異議が認められないことが，判決国法上明白

あるのにそれを行っていなかったとすると、他の

である場合は除外されており、応訴管轄に限定が

管轄に関する異議の主張をしていたとしても応訴

付されている。例えば、日本の民事訴訟法3条の

管轄が成立するかの如くの記述となっている。例

3第3号のように、法廷地国で、被告の財産の所

えば、フォーラム・ノン・コンビニエンスの法理

在を根拠として被告に対する金銭の支払いを請求

が認められる判決国の裁判手続の中で、フォーラ

する訴えの国際裁判管轄が認められるとすると、

ム・ノン・コンビニエンスの法理に基づく管轄権

被告は、自らの財産のある国の裁判所に金銭の支

の不行使のみを主張して、管轄権の存在自体に対

払いを請求する訴えが提起された場合に、管轄違

する異議を主張しなかった場合、管轄権の存在へ

いの主張は認められる見込みがないとして、費用

の異議が認められないことが明白でない限り、応

と時間を節約するために、管轄を争わずに本案に

訴管轄が成立し、判決は承認・執行の適格性を有

4）

ついて弁論をする場合があり得る 。しかし、こ

するとされる7）。しかし、このような解釈は疑問

のような場合にまで間接管轄としての応訴管轄の

である。フォーラム・ノン・コンビニエンスの法

成立を認めるとすると、被告は、判決の承認・執

理に基づく管轄権の不行使の異議が主張された段

行の判断の際に応訴管轄が認められることを避け

階で、既にf号の本文の「裁判管轄権についての

るために、見込みがなくても管轄を争わなければ

抗弁を提出せずに」という条件がみたされず、本

ならないこととなる。このような問題が生じない

案について弁論を行ったとしても、f号の応訴管

ようにするために、限定が付された。ただし、管

轄が成立する余地はないと解される。f号は、あ

轄権又は管轄権の行使に対する異議が認められな

くまで被告が管轄権又は管轄権の行使について何

いことは明白でなければならず、判決条約解説報

らの異議も主張しなかった場合にだけ認められる

告書によれば、異議が認められないと承認国の裁

管轄原因と解することが、応訴管轄の本来の趣旨

判所で判断されるために高い証明度を設定してい

に合致して、合理的であろう。

5）

るとされ 、被告は、判決国の裁判所の管轄権又

なお、民事訴訟法118条1号の下での間接管轄の

は管轄権の行使に対する可能性のあるすべての異

判断は、基本的に鏡像原則によると考えられてお

議を主張しなければならない（認められる見込み

り、直接管轄としての応訴管轄を規定する民事訴

のない管轄の異議については、それが認められる

訟法3条の8の規定に準拠して判断することも否定

4）同様の例は、判決条約解説報告書パラグラフ174でも説明されている。
5）判決条約解説報告書パラグラフ173。
6）判決条約解説報告書パラグラフ177。例えば、日本が判決国となる場合には、法定専属管轄（民事訴訟法3条の5）
が規定される請求の裁判の場合及び日本の裁判所を指定する専属的な管轄合意に基づき訴えが提起された場合を除く
と、常に民事訴訟法3条の9による訴えの却下の可能性があるため、管轄権又は管轄権の行使に対する異議が認められ
ないことが明白である場合は、限定されると考えられる。
7）判決条約解説報告書パラグラフ178。
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されないと考えられるが、このような条約上の取

裁 判 所 に、 そ れ ぞ れ 間 接 管 轄 を 認 め、EUの

扱いは、日本が判決条約の締約国となっていない

Brussels Ia規則12）7条1項b号のように、双務契約

段階においても、同条に準拠して実際に間接管轄

の双方の債務についての裁判に単一の履行地を管

を判断するための参考となるであろう8）。

轄原因として定めるものではない13）。なお、不作
為債務に対する本条の適用についても外交会議第

（7）契約上の債務

22会期で議論されたが、解釈に委ねることとされ

g号は、契約上の債務についての判決に対して、

た14）。また、当事者による予見可能性を考慮して、

基本的に、債務の履行地の裁判所が下した場合に

契約において定められた契約上の債務の履行地又

間接管轄を認めつつ、取引に関する被告の活動が

は契約において選択された地の法によって定まる

判決国と意図的かつ実質的な関係がない場合を除

契約上の債務の履行地にのみ管轄を認める民事訴

外することを規定するものである。この管轄原因

訟法3条の3第1号15） とは異なり、g号は、当事者

も、特別委員会第1回会合に提出された作業部会

がこれらの合意をした場合に加えて、これらの合

9）

草案 から大きな変更はなく、判決条約に規定さ

意がない（あるいは無効である）場合であっても、

れたものである。ただし、
「意図的かつ実質的な

契約の準拠法によれば判決国内に履行地があると

関係」があることを要件とする部分については、

判断される場合には、間接管轄を認めている。な

特別委員会第3回会合で提出された当該概念を説

お、この場合の契約準拠法の決定については、承

明する準備文書10） にも示されるように、一部の

認国の国際私法によってされることとなる16）。

法制度における概念に基づく提案であったため、
特別委員会の中でも議論があった11）。
管轄原因となる債務の履行地について、g号は、

次に、g号は、当該取引に関する被告の活動が
判決国と意図的かつ実質的な関係があることを必
要としており、これによって判決国との関係が偶

日本の民事訴訟法3条の3第1号と同様に、裁判で

然的である場合や、判決国が当事者間の取引と不

問題となっている契約上の債務の履行地に着目し

十分にしか関係していない場合が除外される17）。

て決定するものである。例えば、売買契約につい

前述のとおり、民事訴訟法3条の3第1号では、当

て、代金支払債務に関する判決については代金支

事者の予見可能性に配慮して当事者が履行地も契

払債務の履行地の裁判所に、目的物の引渡債務に

約準拠法も契約において定めていない場合には履

関する判決については目的物引渡債務の履行地の

行地に管轄が認められないが、g号にこのような

8）間接管轄としての応訴管轄については、中野俊一郎「国際応訴管轄と外国判決の承認」神戸法学雑誌46巻2号（1996
年）243頁も参照。
9）Proposed Draft Text on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments drawn up by the Working Group
on the Judgments Project, Prel. Doc. No 1 of April 2016.
10）Ronald A. Brand/Cristina M. Mariottini, Note on the concept of “Purposeful and Sbstantive Connenction” in
Article 5(1)(g) and 5(1)(n)(ii) of the February 2017 draft Convention, Prel. Doc. No 6 of September 2017.
11）Ibid ., para. 5.
12）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, [2012] OJ L 351/1.
13）判決条約解説報告書パラグラフ181。Brussels Ia規則7条1項b号では、当事者が別段の合意をしていない限り、
物品売買契約については目的物引渡債務の履行地を、役務提供契約については役務提供債務の履行地を、契約につい
ての裁判の管轄を基礎づける債務の履行地としている。
14）判決条約解説報告書パラグラフ186。
15）佐藤達文＝小林康彦『一問一答・平成23年民事訴訟法等改正 —国際裁判管轄法制の整備』
（商事法務、2012年）
37頁。
16）判決条約解説報告書パラグラフ184。
17）判決条約解説報告書パラグラフ187。
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限定があることによって、双方の規定が管轄を認

賃借人との間の紛争についての判決を対象とする

める範囲は、一致することはないにせよ、一定程

ものである21）。このような不動産賃貸借について

度近接すると評価することもできよう。この要件

は、一部の国では物権的な請求として不動産所在

は、取引に関する被告の活動と判決国とのより事

地国に専属管轄が認められるが、他の国では契約

実的な関係を重視する考え方に配慮して規定され

上の問題として取り扱われているという対立があ

たものである18）。前述の特別委員会第3回会合で

る22） が、いずれの考え方に立ったとしても、不

提出された準備文書においては、米国の法制度に

動産所在地国に管轄を認めることについては異論

おけるデュー・プロセスの要請をみたすためには

がないであろう。

特に関係が意図的なものでなければならず、また、

不動産賃貸借（テナンシー）についての判決に

カナダの法制度における「現実的かつ実質的な関

関する議論の焦点は、むしろ判決条約5条1項の

係」の要請をみたすためには関係が実質的なもの

他の号の管轄原因の適用の有無であった。特別委

でなければならず、多国間の国際文書としての判

員会第1回会合に提出された条約草案ではこの管

決条約にこのような要件が必要であることが強調

轄原因はなく、この点については、6カ月の期間

19）

されている 。なお、同文書では、現在のg号に

を超えるテナンシーについて不動産所在地国に専

おいて意図的かつ実質的な関係がない「ときを除

属管轄を認める規定とされていた23）。その後、特

く」（unless）という形で二重否定を用いて規定

別委員会第1回会合の議論の結果、2016年条約準備

されている点について、証明責任を転換し、被告

草案24）では、6カ月の期間を超えるテナンシーに

の側に意図的かつ実質的な関係がなかったことの

ついて、不動産所在地国の法の下で専属管轄とさ

証明を認める趣旨であると説明されている20）。た

れている場合にだけ条約上も専属管轄と扱い、そ

だし、一般論として承認・執行手続については承

の他の場合は専属管轄の射程から除外された。ま

認国の法によって規律される（判決条約13条）

た、同草案5条1項h号として一般的にテナンシー

ため、証明責任についても承認国法に委ねられる

について不動産所在地国に間接管轄を認める規定

と解して、g号の文言の中に条約上の証明責任に

が設けられた。最終的に、判決条約では、テナン

ついての規律が含まれていないと解することも可

シーについての専属管轄規定は削除され、5条1

能であろう。

項3項に居住のための不動産賃貸借（テナンシー）
について、不動産所在地国の間接管轄を規定しつ

（8）不動産賃貸借（テナンシー）
h号は、不動産賃貸借（テナンシー）に関し、
不動産所在地国の裁判所が下した判決について、

つ、5条1項全体を適用しないことも規定され、
同項h号は居住のためのものを除く不動産賃貸借
（テナンシー）を対象とする規定となった。

間接管轄を認める規定である。この規定は、不動

なお、特別委員会の2018年条約草案25） の段階

産賃貸借の合意や解釈、明渡し、賃借人が生じさ

では、単に「テナンシー」
（tenancy）という表現

せた損害の賠償、賃料の回収等に関する賃貸人と

が用いられていた（同草案5条1項h号）が、外交

18）判決条約解説報告書パラグラフ180。
19）Brand/Mariottini, supra note 10, para. 28.
20）Ibid ., paras. 27-28.
21）判決条約解説報告書パラグラフ190。
22）判決条約解説報告書パラグラフ189。
23）前掲注9）に掲げた作業部会草案6条b号。
24）2016 Preliminary Draft Convention, Work. Doc., No 76 E of the Special Commission on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgments.
25）2018 Draft Convention, Work. Doc. No 262 REV of the Special Commission on the Recognition and Enforcement
of Foreign Judgments.
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会議第22会期の議論の中で、
「不動産賃貸借」
（a

する不動産の物的権利によって担保されていると

lease of immovable property）の表現が用いられ、

すれば、判決国との十分な関連を有すると考えら

括弧書きで、テナンシーの表現が維持されるとい

れるし、外国裁判所で併合して審理されて、担保

う文言となった。いずれの概念を用いる場合にも、

権の実行によっても債務が残る場合に、日本で残

各概念は条約上の独自の概念であるため、特定の

債務についての判決を承認することに問題はない

法秩序の概念解釈に影響を受けるものではないで

であろう。

あろう。ただし、EUのBrussels Ia規則で単に「テ
ナンシー」
（tenancies）という表現を用いている

（10）契約外債務

こと（同規則24条）に鑑みると、より説明的な文

j号は、死亡、傷害又は有体物の毀損若しくは

言を用いることで、判決条約上の概念であること

滅失により生じた契約外債務についての判決を対

を明確化したものと捉えることも可能であろう。

象とし、それらを直接に引き起こす作為又は不作
為がされた地（行為地）が判決国内にある場合に

（9）不動産の物的権利によって担保された契約
上の債務

間接管轄を認める規定である。基本的に不法行為
債務についての判決を対象とするものであると考

i号は、不動産所在地国の裁判所において、不

えられるが、あくまで物理的な、外的に「知覚可

動産の物的権利についての請求を目的とする訴え

能」（tangible）な侵害の場合に対象を限定してい

が提起され、その訴えに併合して、当該物的権利

る。また、日本の民事訴訟法3条の3第8号の「不

によって担保された契約上の債務に関する請求も

法行為があった地」には行為地のみならず結果発

された場合に、後者の請求についての判決にも間

生地も含まれる28）が、j号はあくまで行為地のみ

接管轄を認める趣旨である。不動産の物的権利に

を管轄原因としており、結果発生地は無関係とさ

ついての請求を目的とする訴えは、判決条約6条

れている。知覚可能でない法益の侵害の認定には

で不動産所在地国に専属管轄が認められており、

様々な議論があり得るし、また、結果発生地を管

担保権に関する裁判は当然に不動産所在地国に管

轄原因とする場合、それを常に管轄原因と認めて

轄が認められることを前提に、当該担保権の実行

良いか、様々な議論があり得ることは容易に想定

によっても債務が残る場合に、当該残債務につい

される。実際、民事訴訟法3条の3第8号でも、外

ての判決が締約国で承認・執行されることを確保

国で行われた加害行為の結果が日本で発生した場

26）

するための規定であるとされる 。

合について、日本国内における結果の発生が通常

判決条約5条1項の中では、一般的に請求が他

予見することのできないものであったときは、不

の請求と併合して提起されることに基づく間接管

法行為地管轄を否定している。判決条約は、これ

轄を規定する条文はないが、i号が適用される場

らの議論を避けて、確実な管轄原因だけを規定し

合についてのみ、併合に基づく間接管轄が認めら

たと評価することができるであろうし、判決条約

れることとなる。類似の規定としては、Brussels

解説報告書においても、これらの限定によって解

27）

Ia規則8条4号を挙げることができる 。契約上の

釈上の困難が軽減されるとされている29）。なお、

債務についての判決は、当該債務が判決国に所在

j号は、特別委員会第1回会合に提出された作業部

26）判決条約解説報告書パラグラフ193。
27）判決条約解説報告書の注139では、Brussels Ia規則との関係での裁判例として、与信契約の無効確認と、当該与
信契約から発生する債務のための不動産担保に関する公正証書の無効確認が同時に求められた裁判についてのEU司
法裁判所（CJEU）の判決（CJEU, Judgment of 14 February 2019, Anica Milivojević v. Raiffeisenbank St. StefanJagerberg-Wolfsberg eGen , C-630/17, EU:C:2019:123）が掲げられている。
28）佐藤＝小林・前掲注15) 69頁。
29）判決条約解説報告書パラグラフ197。
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会条約草案30）5条1項f号の規定から変更されずに
31）

維持されたものである 。

あったと認定するかについて、生じるものと考え
られる。判決国で既に本案審査がされた後の間接

このように、j号は、特別委員会・外交会議第

管轄の判断ではあるが、j号は承認国の裁判所に

22会期の議論で異論がないと考えられる管轄原

よって解釈・適用される事項であり、判決国にお

因に絞る形で規定されたため、基本的に解釈論上

ける認定に拘束されるわけではないため、どのよ

の疑義も少ないものではあるが、判決条約解説報

うに不作為の行為地を認定すべきか、問題となる

告書においては、2点の解釈論上の問題が指摘さ

であろう。また、判決条約解説報告書においても、

れている。

例えば、製造物責任に基づく損害賠償請求につい

1点目として、親の死亡によって子が被る経済

て、欠陥のある設計又は製造が加害行為であると

的・精神的損害等についての判決に関する解釈論

主張されれば、それらが行われた場所のある国に

上の問題が指摘される。このような判決について

間接管轄が認められることとなるが、製品の使用

は、j号は非物理的な損害を対象としておらず、

上の警告がされなかったという不作為が加害行為

死亡という物理的な侵害から直接に発生した損害

であると主張されれば、むしろ製品の使用等がさ

でもないとして、j号の対象とならないとする解

れた場所（適切な警告がされなかった場所）のあ

釈もあり得るであろうし、逆に、死亡から生じた

る国に間接管轄が認められ得る可能性もあるとさ

契約外債務についての判決である以上、対象とな

れる34）。これらの行為地の認定の詳細は判決条約

るとする解釈もあり得るとして、今後の解釈論の

上明文で規定されていないため、承認国の裁判所

32）

展開に委ねられるとされている 。

の解釈に委ねられることとなる。

2点目として、不作為による場合の行為地につ
いては解釈の余地が残るとされている。日本の民

※本連載（6）において、判決条約5条1項9号た

事訴訟法3条の3第8号の不法行為地管轄の認定に

だし書について「ただし、その取引に関する被告

おいても不作為の不法行為地の認定については、

の活動が明らかにその国と意図的かつ実体的な関

作為義務を前提とするため、純然たる事実によっ

係がないときを除く。」と訳していましたが（本

33）

て認定することができない事項である

が、同

様の問題がj号の判決国内に不作為の行為地が

誌67巻12号（2020年）44頁）、「実体的」を「実
質的」と訂正致します。

30）Proposed Draft Text on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments, drawn up by the Working
Group on the Judgments Project, Prel. Doc. No 1 of April 2016.
31）ただし、作業部会草案5条1項g号及びh号では、非物理的な法益侵害に関する重要な問題である知的財産権の侵害
について独立の管轄原因を規定していたことには留意すべきであろう。また、判決条約では、結局、このような知的
財産の問題も、他の非物理的な法益侵害の問題として重要である名誉毀損やプライバシーの問題についても、適用範
囲から除外している（2条1項k号、l号及びm号参照）ため、判決条約が対象とする非物理的な法益侵害に関する判決
が非常に限定されており、契約外債務についての判決の範囲を拡大して非物理的な侵害の判決も対象とする意義が乏
しかったともいうことができよう。なお、判決条約の対象となり得る非物理的な法益侵害に関する判決として、不正
競争に関する判決を掲げることができる。「本連載（4）」、JCAジャーナル67巻10号（2020年）43頁。
32）判決条約解説報告書パラグラフ197。
33）拙稿「不法行為地の国際裁判管轄の判断における『客観的事実関係』」法曹時報72巻10号（2020年）1頁参照。
34）判決条約解説報告書パラグラフ198。
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海外紛争解決トレンド
（13）
米国における訴訟のトレンド 2020年

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

赤川 圭

弁護士

Kei Akagawa

また、政府の緊急事態宣言により生じた損害に

Ⅰ．はじめに

ついて、事業保険でカバーされるのかという問題

今回のテーマは、昨年初めにも取り上げた米国

を巡る訴訟も、飲食店などの原告を中心に数多く

であるが、2020年中のアップデートやトレンド

提起されている。なお、日本でも同様の議論はあ

を振り返る。

るものの、裁判が提起されたという報道は少なく
とも目立っては見られない。
さらに、雇用関係紛争も増加の傾向がみられるよ

Ⅱ．COVID-19関連

うである。上記の通り、政府による雇用維持の努力

米国でも、世界の例にもれず、COVID-19は、

はあるものの、米国では（雇用法制の違いもあるの

実体法の面で新たな類型の紛争を生じさせ、手続

か）日本以上にCOVID-19流行後の解雇が増加して

法の面でも実務に変化を生じさせた。以下、その

いるようである。中には、COVID-19に責任転嫁し

一部を紹介する。

たような不当解雇の訴えなども多いようである（例

（1）まず、実体法の面においてであるが、米国で

えば、衛生対策を求めたことの意趣返しであるとか、

は2020年3月にコロナウィルス支援・救済・経済

衛生対策自体によるコスト増を理由とする人員削減

保障法（Coronavirus Aid, Relief and Economic

など）
。その他、大学教授が、大学に対して、生徒

Security Act）
（以下「CARES法」という）が成

に対するキャンパス開放を遅らせることを求めるク

立した。その後、これに関する訴訟が多く提起さ

ラスアクションなども報道されている。

れた。一例をあげると、CARES法の下で導入さ

（2）手続法の面では、ソーシャル・ディスタンス

れた給与保障プログラム（給与支払い等に充てた

の観点から、米国裁判手続でも電話会議やビデオ

場合に返済が免除されるローンを提供するもの、

会議がより一層活用されるようになっているとい

通称PPP）に関し、小規模事業者へのローン提

うことである。

供が必ずしもスムーズでなかったことから、その

その象徴的な例として、連邦最高裁判所が、口

優先劣後や手続費用の負担、さらには、膨大な必

頭弁論の伝統を緩和し、裁判所・代理人間の電話

要書類の準備と虚偽申告に関する責任を巡って訴

による弁論と公衆向けの生中継を認めたという例

訟が提起されている。

が報道されている1）。もっとも、これについては

1）実際の中継音声を下記で視聴できる。
https://www.npr.org/2020/05/03/848317039/listen-live-supreme-court-arguments-begin-monday
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やはり双方向的に顔が見えないことなどの問題も

を理由に、郵便投票分を集計対象に含めることの

指摘されている。

差止を求める申立てを行った。その中には、実際

ディスカバリや損害の立証など、米国裁判手続
ではテクノロジーが多く用いられている印象もあ
るが、法廷内の手続については、日本と同様に直

に認められて集計から除外された投票も存在した
とのことである。
また、トランプ大統領の支持者は、選挙監視人を

接対面主義を維持する傾向も強かったようで、

ソーシャル・ディスタンス・ルールにより認められ

COVID-19感染症の流行がその変革の契機となっ

ているよりも近くに立たせることを求める申立てを

た模様である。上記連邦最高裁の事例の双方向性

行った。これは最終的に州最高裁まで持ち込まれた

の問題など、直接対面主義の利点を指摘する声も

ようだが、結論としては、ソーシャル・ディスタン

あり、
今後は使い分けの議論もあり得そうである。

ス・ルールの設定している距離は州選挙法に沿うも
のであるとされ、申立ては認められなかった。

Ⅲ．大統領選挙関連訴訟
（1）はじめに
2020年の一大行事といえば米国大統領選挙で
あったが、それ自体が史上稀にみる接戦であった

その他、合衆国連邦憲法違反（法の下の平等原
則違反など）を理由とする選挙無効の訴えが連邦
裁判所にも持ち込まれたが、連邦地方裁判所及び
連邦控訴裁判所は、原告適格及び個別損害との因
果関係を否定して、却下した。

ことに加えて、その結果を受け入れない現職大統

なお、ペンシルバニア州では、連邦裁判所に対

領の対応、とりわけ現職大統領やその支持者が提

して、開票集計を止めることを求める訴えも提起

起した裁判手続は前代未聞のものであった。日本

されたが、この申立てについては共和党と民主党

では、訴訟提起自体を報道する媒体は多いが、そ

とが同数の監視人を開票所に立ち会わせるという

の訴訟がどのような内容のものかを紹介するもの

合意により和解が成立した。

は少ないので、本稿で取り上げる（報道に基づく
情報も含まれているので、正確性が十分担保され
ていないことにはご留意いただきたい。
）
。

（b）ミシガン州
トランプ大統領の支持者は、ミシガン州裁判所
において、監視人が集計前に投票箱のビデオ映像
を見る権利があると主張し、不在者投票の集計を

（2）各州におけるトランプ大統領の支持者による投
票無効等の申立て
まず直ちに起こったのが、支持者による各州で

止めるように申し立てた。しかし、裁判所は、監
視人に対しビデオ映像を提供することは法律で要
求されていないと判示し、申立てを棄却した。

の集計差止め、郵便投票等の一部投票無効、集計

また、トランプ大統領の支持者は、連邦裁判所に

のやり直し等を求める訴えである。結論としては

対して、州職員が選挙不正を認めていると主張する

申立てを実質的に認める内容の裁判はほぼない
が、申立ての中身は我が国の選挙関連訴訟と比較
して極めて多種多様であり、興味深い。以下、筆
者が情報に接したものを順不同で紹介する。
（a）ペンシルバニア州

申立てを行ったが、その後自ら取り下げている。
（c）ネバダ州
ネバダ州裁判所では、トランプ大統領に投票す
ることを誓約していた選挙人により、バイデン氏
に投票することを誓約していた選挙人に対して、

トランプ大統領の支持者は、ペンシルバニア州

トランプ大統領が勝利者宣言されることを求める

において、郵便投票において投票者が必要事項を

訴訟が提起された2）。この訴えは州最高裁により棄

記載しておらず本人性の確認がとれないことなど

却された。その後（バイデン氏に投票することを

2）大統領選挙においては、各党が各州において自党候補者が当該州選挙で勝利した場合に当該候補者のために投票
することを誓約している選挙人を、あらかじめ選任ないし指名している。
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誓約していた）選挙人による投票は完了している。
また、ネバダ州の連邦裁判所では、４人の共和
党員が、クラーク郡に対して、機械による署名確
認を行った結果、郵便投票が不適切に処理され、

したことから（トランプ大統領は選任されなかっ
た）
、選挙人による投票結果が覆る可能性は極め
て低くなっていると思われる。
（a）トランプ大統領自身による訴え

投票集計の監視を妨げられていると緊急救済の申

この類型に分類される訴えは、これまでに知ら

立てを行ったが、裁判所は、かかる請求につき法

れている限り、ウィスコンシンの連邦裁判所及び

的根拠及び証拠上の根拠は認められないと判断

州裁判所並びにジョージアの連邦裁判所における

し、緊急救済を否定した。

ものがある。ウィスコンシン連邦裁判所の事件は、

（d）アリゾナ州

トランプ大統領自身が、ウィスコンシン州での選

トランプ大統領の支持者は、共和党員に対して

挙が憲法に反する方法で行われたと主張して訴え

（マーク投票に不適な）油性マーカーによりマー

を提起したもので、一審で棄却され控訴審でも結

ク投票をすることが奨励されたことにより、その

論が維持されている。ジョージアの連邦裁判所の

投票が無効化されたなどと主張し、集計差止めな

事件は選挙結果の非認証を求めたものだが、12

どの訴訟を提起した。この訴訟はアリゾナ州が集

月31日に提起されたのは遅きに失する等として

計作業を終えた時点で、訴えの利益がなくなった

却下された。

と宣言されて終了した。
（e）ジョージア州

（b）州政府による訴え
これはテキサス州が提起したものしかない。テ

トランプ大統領の支持者は、アトランタのある

キサス州のパクストン司法長官（共和党）は、連

フルトン郡の集票係が、郵便投票の締切り前後の

邦最高裁判所に対し、ジョージア州、ミシガン州、

票を適切に分別していなかったとして、州裁判所

ウィスコンシン州及びペンシルバニア州（以下「被

に訴えたが、裁判所は投票が有効期限に間に合わ

告各州」という）に対する訴訟提起の受理申立て

なかったという証拠はないとして訴えを棄却した。

を行った3）。テキサス州の司法長官は、州法によ

（f）ウィスコンシン州

り民事訴訟において州を代表することとされてい

トランプ大統領の支持者は、州最高裁判所に、

る。テキサス州の申立ては、被告各州における選

何千もの投票が不適法に投票数に算入されている

挙人選定プロセスにおいて、コロナ感染拡大を利

として訴えを提起したが、州最高裁に直接訴えを

用して、民主党員投票者が有利に扱われたことが、

提起したことを理由に却下された。

憲法違反であるなどと主張するものであった。
大統領は、連邦地方裁判所に訴えを提起するこ

（3）大統領自身又は州政府による訴え

とはできるが、連邦最高裁に直ちに訴えを提起す

他方、大統領自身又は（共和党員が首長を務め

ることができるのは各州だけなので（合衆国憲法

る）州政府による訴えも存在する。立候補者が直

3条、USC 1251）
、トランプ大統領は、テキサス

接に選挙や投票の効力と争うというのは、我が国

州の提起した訴訟に参加することを企図し、実際

ではもちろんあまりないことであるが、訴訟大国

に参加を申し立てたようである。本件では、この

である米国であっても、やはり極めて特殊な事例

受理を求める申立ての段階で、被告各州が迅速に

ではあるようである。さらには、より有利と思わ

（ 裁 判 所 の 指 定 し た 提 出 期 限 が 申 立 て よ り3日

れる裁判所での判断を求める等の目的のため、州

後）
、テキサス州の申立ては棄却されるべきであ

政府による代理訴訟のような変則的な手法もとら

るとの反論書を提出し、裁判所も直ちに（反論提

れたようである。もっとも、これらも奏功してお

出期限より1日後）訴えの利益を欠くとして受理

らず、2020年12月に、選挙人による投票も完了

申立てを却下した。

3）連邦最高裁の規則上、内容審理に先立って、連邦最高裁判所の受理を求める申し立てを行わなければならない。
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とは別に係属裁判所固有の権限による推定を求め

Ⅳ．その他

る主張がされていたが、そのような固有の権限を

上記のような、世情を反映したものとは一線を
画するが、実務上のインパクトが相応に認められ

認めるのは適切でないと判断された。
最後に、やはり電子的記録についてであるが、

るeディスカバリに関連する裁判例がいくつか現

秘匿特権の対象となりうる情報を含む包括的な開

れている。

示実現を目的として、連邦証拠規則502条（d）

まず、エクセルシートのように、争点関連情報

に基づく秘匿特権非喪失の命令を用いるのは不適

と非関連情報が入り混じっていながら、非関連情

切であるという判断がいくつかの連邦地方裁判所

報を省略したりPDF等にしてしまうと、開示要

で示されている6）7）。上記規則の条項は、実際に

求当事者が期待する分析が困難になるという類の

証拠開示があった場合にも、裁判所が命じる場合

電子的記録について、元の電子的フォーマットで

には秘匿特権の放棄とは扱われないとするもので

提出しなければならないというワシントン州西地

あるが、これを逆手にとって、当該命令をつける

4）

区連邦地方裁判所の判断が示された 。被要求者

という条件で、秘匿特権の対象となりうる情報を

の非関連情報に関する営業秘密等に関しては、閲

含む包括的な早期開示を求める申立てが否定され

覧弁護士限り（attorneys-eyes only）とする保護

たものである。

命令により保護されるという判断であるが、非関

電子的情報が証拠の中心になりつつある状況に

連情報に関する保護として十分でないという批判

おいて、ディスカバリは引き続き多くの実務上の

もある。

問題点を抱えている。

次に、ディスカバリの対象となる電子的記録の
消失について、情報利用の機会を奪う意図による
ものであったことが明らかにならない限り、
（消

Ⅴ．おわりに

失した当事者にとっての）不利益事実等の推定は

以上、2020年の米国における訴訟トピックを

行われないという、アリゾナ地区連邦地方裁判所

ランダムに取り上げた。いわずとしれた訴訟大国

の判断が示された5）。これは、連邦民事訴訟規則

であるので、今後も折を見てアップデートをお知

37条（e）が「情報利用の機会を奪う意図」を不

らせできればと思う。

利益事実等の推定の要件としているところ、これ

4）Corker v. Costoco Wholesale Corp. Case No.C19-0290RSL (W.D. Wash. Nov.12,2019).
5）Alsadi v. Intel Corp. Case No. CV-16-03738-PHX-DGC (D.Ariz.Sep.30,2019).
6）Winfield v. City of N.Y. Case No.15-cv-05236 (LTS)(KHP) (S.D.N.Y. Mar. 29, 2018).
7）United States Equal Employment Opportunity Commission v. George Washington University Case No.17-cv-1978
(CKK) (D.D.C. May. 8, 2019).
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紛争解決条項のヒント
準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（5）
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。
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お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べきことを説明しました。
今月号では、④の言語の決定に関する相手方との交渉について考えます。仲裁手続における言語
とは、当事者や仲裁人が口頭や書面で使用する言語のことです。仲裁事件によっては、長時間にわ
たって口頭による手続が行われたり、大量の書面が提出されたりするケースもあるため、仲裁手続
の言語を日本語とすることができれば、日本企業は通訳・翻訳をしないですむため、手間・時間・
費用の負担を大幅に軽減することができます。
JCAAの商事仲裁規則11条1項では、仲裁手続の言語の決定は、第1に当事者の合意によるとし、
第2に、その合意がない場合には、仲裁合意を規定する契約書の言語、通訳及び翻訳の要否並びに
その費用その他関連する事情を考慮して仲裁廷が決定すると定めています。
したがって、国際取引について英語で契約書を作成している場合、日本語を手続言語とする旨明
記した仲裁条項を置いていないかぎり、仲裁人は仲裁手続の言語を英語とする可能性が高いのが実
情です。とはいえ、日本企業側の交渉のポジションがよほど上でないかぎり、契約書を英語で作成
しておきながら、仲裁条項に、
「仲裁手続は日本語によって行なう」と明示的に規定することは極
めて難しいと思われます。それではどうしたらいいでしょうか。
負ける交渉はしないのが賢明でしょう。すなわち、仲裁手続の言語を日本語とする旨の主張が通
りそうにもないのであれば、英語とする旨明記することを避けるため、仲裁手続の言語を議題とす
ることを回避し、単純な仲裁条項としておく方がいいのではないでしょうか。こうしておいて、仮
に準拠法条項において日本法による旨定めることができれば、紛争発生時に当事者は日本の弁護士
を代理人として選任して仲裁を始める可能性が高く、また、日本法を問題なく適用することができ
る仲裁人を選任することになり、そのような状況になれば、上記の商事仲裁規則11条1項によれば、
契約書は英語であるものの、準拠法は日本法であって、関連するあらゆる事情を考慮すれば日本語
によるとの仲裁人の決定がされることが期待されます。
なお、商事仲裁規則11条2項によれば、仲裁廷は、すべての証拠書類について仲裁手続言語への
翻訳をその提出者に求めることができるとされているので、たとえ契約書は英語であっても、日系
企業間の紛争であって、関係する書類の多くは日本語で作成されている場合には、英語でなく日本
語を手続言語にしておかなければ、仲裁手続の過程で多額の翻訳費用を要することになりかねませ
んので、注意が必要です。
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インフォメーション 法律・貿易相談
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

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。
2月
3日
（水）
仲谷栄一郎 弁護士
3月
3日
（水）
仲谷栄一郎 弁護士
31日
（水）
辻居幸一 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

10日
（水）
出井直樹

弁護士

17日
（水）
田中齋治

弁護士

24日
（水）
野村晋右

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。
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
3月
（金）
古川智祥
5日
（金）
小林和弘 弁護士 12日
（金）
岡田春夫 弁護士 19日

弁護士

26日
（金）
児玉実史

弁護士

弁護士

25日
（木）
西原和彦

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。
2月
12日
（金）
佐藤昌巳

弁護士

26日
（金）
鮎澤多俊

弁護士

3月
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

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
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）
3月
2日
（火）
矢上浄子 弁護士／琴浦諒 弁護士（インド） 9日
（火）
岩井久美子 弁護士
16日
（火）
中川裕茂 弁護士／大河内亮 弁護士（インド） 23日
（火）
屠錦寧 弁護士 30日
（火）
岩井久美子

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。
中国
（香港・マカオを除く）
・台湾法律相談
2月10日
（水）
谷口由記 弁護士 2月24日
（水）
松井衡

弁護士

3月9日
（火）
村上幸隆 弁護士 3月24日
（水）
谷口由記 弁護士

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。
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）
2月10日
（水） 2月24日
（水）
／3月10日
（水） 3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）
2月8日
（月） 2月22日
（月）
／3月8日
（月） 3月22日
（月）
・2021年2月10日発行 第68巻2号（通巻764号）
編集兼発行人●板東 一彦
発行所●一般社団法人 日本商事仲裁協会
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地 電話（5280）5181（編集担当）
製作所●イーセット株式会社
〒101-0045 東京都千代田区神田鍛冶町3-3-9 共同ビル（新千代田） 電話（6206）4253（代表）
名古屋事務所
大阪事務所
神戸事務所
横浜事務所

〒460-8422
〒540-0029
〒650-0046
〒231-8524

名古屋市中区栄2-10-19
大阪市中央区本町橋2-8
神戸市中央区港島中町6-1
横浜市中区山下町2

名古屋商工会議所内
大阪商工会議所ビル
神戸商工会議所会館
横浜商工会議所内

052（223）5721
06（6944）6164（代）
078（303）5806
045（671）7406
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物品の一時輸出入

ATA

免税には

通関手帳“ATA

カルネ”が便利です

Passport for goods

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

≪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
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西 田法 務 研 究 所 通 信

弁護士が信頼し、
聞込み、張込み
尾行を依頼する
探偵業者

株式会社東野調査事務所
代表取締役

東野光臣

（東京都公安委員会第 30070039 号）
2007 年 12 月に出版した前作「弁護士の就職と転職」において「インハウスローヤーは
『セカンド・シチズン』と呼ばれていた」という言葉を紹介しました。しかし現在では、
人材市場における外部弁護士と社内法務部の間に、固定した優劣関係は存在しません。
修行期（25〜35 才）の法務部員は外部弁護士の年収と社会的地位に憧れがちですが、
活躍期（35~55 才）にある外部弁護士は、会社員が長期的なコミットメントを得ながら
組織を率いた大型プロジェクトの意思決定に携われる姿を羨ましく眺めているものです。
そして、円熟期（55 才〜）を迎えると、今度は再び「定年がない」という（組織に依存
しないでも生きていく術を持つ）弁護士資格の価値が輝きを放つようになります。
「新・弁護士の就職と転職」（商事法務、2020 年）では、外部弁護士と社内法務を行き来
できる関係として捉えた上で、現実世界における「人生ゲーム」の職業選択で「弁護士」
を目指した場合に遭遇する「イベント」を想定したリスク分析に取り組んでみました。

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

00_表2.indd 65

2021/01/26 12:24

63_表3.indd 63

2021/01/26 12:29

JCAジャーナル 2021年2月10日発行（毎月1回10日発行） 第68巻第2号（第764号）

ISSN 0386-3042

ＪＣＡジャーナル 第
巻第 ２ 号

68

２０２１年２月号
定価１０００円（消費税込）

一般社団法人 日本商事仲裁協会

発行＝一般社団法人 日本商事仲裁協会

表紙_背幅3.1mm.indd 2

2021/02/04 16:07

