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「法律英単語 2100」
（日本加除出版、2021 年 1 月）

「TOEIC や TOEFL、大学受験でも英語の勉強方法は確立していて、一番大切なのは語彙力です。
ところが、法律英語では語彙力を身につける単語帳がありません。TOEIC、TOEFL、大学受験と
当たり前にやっている勉強方法をなぜか法律英語では急に皆がやり方を変えてしまいます。
10 年前に司法修習生となったとき、書店を巡って探したのですが、辞書はあれど、法律の英単語
帳はありませんでした、今でもベストな書籍は発行されていません。
」
「法律事務所に入所したときから、自分で語彙を貯めて単語帳をつくっていたのですが、使いやす
いもの、訳の出所がわかるものを作りたいと考えていました。そこで、法務省『法令用語日英標準
対訳辞書』に準拠しました。」
「法律英語に特化した単語帳『法律英単語 2100』発刊、ねらいと活用のポイントを著者に聞く」
BUSINESS LAWYERS 2021 年 1 月 5 日（https://www.businesslawyers.jp/articles/881）より

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
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仲裁人独立の原則と当事者が選任する仲裁人

弁護士

井原一雄

Kazuo Ihara

JCAジャーナル2020年10月号に掲載された、
安藤裕実「米国における仲裁人の中立性」は、当

類似の仮説：Redfern and Hunter on International
Arbitration, Sec.1.09）

事者選任仲裁人の中立性に関する米国における考
え方を紹介したもので、興味深い。仲裁では、裁
判と異なり、紛争の当事者が審判者である仲裁人

２．現在の仲裁

を選任する慣行がある。この慣行の由来及び仲裁

現在行われる仲裁で、紛争当事者が仲裁人の数

人の独立性の原則との関係は、どう説明されるの

を1名と合意した場合は、両当事者が合意により

だろうか。

1名の仲裁人を選任するか又は両当事者の合意が
成立しないときは、仲裁機関が選任するので特に

１．黎明期の仲裁

問題は生じない。一方、紛争当事者が、仲裁人の
数を3名と合意した場合に、初期の仲裁の場合と

近世初頭の西欧で、交換経済が始まり、商人が

同様に、各当事者がそれぞれ1名の仲裁人を選任

現れた頃、商取引により生じた紛争に、農村社会

し、選任された仲裁人間の合意により第三仲裁人

の法を適用する封建領主の裁判所に違和感を抱い

を選任するという方法をとると、問題が生ずる。

た商人たちは、
商取引や海上運送に関する紛争を、

各当事者は、仲裁人を選任するに際し、当然のこ

商人間の取引慣行や道理により解決しようとし

とながら信頼し得る者を仲裁人に選任しようとす

た。商人たちは、取引に関して紛争が発生したと

る。当事者が信頼し得る者とは、事件の内容及び

き、紛争の両当事者が信頼する、同業者中の有力

問題点を理解し、その当事者の言い分に理解を示

者1名を仲裁人として、その裁定を仰いだ。ある

す者である。紛争の当事者は、模範的な仲裁を演

いは、紛争当事者が、それぞれ自分が信頼する者

ずるために仲裁をするわけではない。紛争を自己

を仲裁人に選任し、選任された仲裁人が、合意に

に有利に解決することを目的として仲裁を行うの

より、同業者中の長老に第三仲裁人となることを

である。したがって、自分の主張を理解し得ない

依頼した。各紛争当事者により選任された仲裁人

者あるいは自分の言い分に理解を示さない者を、

は、それぞれ自分を選任した当事者の利益のため

仲裁人として選任する当事者はいない。一方、仲

に発言し、長老である第三仲裁人が、取引に関す

裁人就任を依頼された者は、意識すると否とに拘

る長年の経験に基づく知識及び経験に照らして、

わらず、依頼者の期待に応えようとする。現代の

商取引の慣習や道理に従って裁定した。
その頃は、

仲裁では、紛争当事者の言い分は、各当事者の代

まだ弁護士の制度はない。
（初期の仲裁に関する

理人である弁護士が当事者に代わって陳述する。
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仲裁が始まると、代理人席に、各当事者が選任し

に、至極尤もである。問題は、この規範が、仲裁

た代理人が座っている。一方、
仲裁人席を見ると、

人の心得に関する規範であるとともに、仲裁人の

そこにも各当事者、あるいは多くの場合、当事者

資格に関する規範として機能しているか否かであ

が選任した代理人が選任した仲裁人が座っている。

る。主要な仲裁規則は、仲裁人の公正性と独立性

ところで、仲裁人の数が1名の場合に、その仲
裁人を当事者の一方に選任させる制度を是認する

及びその選任方法について、次のような規定を設
けている。

者はいないであろう。その理由は、いうまでもな

以下では、各語に、それぞれ次のような訳語を

く、一方の当事者が選任する仲裁人は独立性に欠

当てる。即ちnominationは「指名」、selectは「選定」、

けるので、そのような制度は、他の当事者に対し

appointmentは「選任」、confirmationは「確認」。

て不公平だからである。一方の当事者によって選
任された仲裁人は、意識すると、しないとに拘わ
らず、選任者の期待に応えるべく行動するのが、
人情の自然である。一方の当事者によって選任さ

（1）LCIA Arbitration Rules（以下 “LCIA Rules”）
本規則は次の通り定める。
（ⅰ）仲裁人は、公正かつ独立でなければならな

れた仲裁人は、その選任の事実自体により当然に

いと規定し（Sec. 5.3）、これを担保するために、

独立性に欠ける。

仲裁人の公正性又は独立性を疑わせる事由の開示

前述の初期の商事仲裁においては、仲裁人は、

手続を定めている（Secs. 5.4 and 5.5）。

その業界における地位と権威故に仲裁人となるこ

（ⅱ）また、LCIA Court1）のみが、仲裁人を選任

とを依頼され、無償だったと思われる。現代の仲

する権限を有し（但し、両当事者の合意もしくは

裁では、仲裁機関により、当事者の負担において、

指名又は他の仲裁人もしくは仲裁人候補者による

仲裁人に対し報償金が支払われる。屡々仲裁人を

指名に配慮する）
（Sec.5.7）
、①たとえ紛争両当

引受ける者にとって、仲裁人就任を依頼する当事

事者が、合意により特定の者を仲裁人に選任した

者、代理人又は法律事務所は顧客である。当事者

場合でも、また②両当事者の合意に基づき、各当

と代理人との関係と異ならない。誰であれ、顧客

事者が、単独仲裁人又は主仲裁人（第三仲裁人）

のために最善を尽くすことは至極当然である。

以外の仲裁人を指名した場合でも、LCIA Court

筆者が、1970年以来経験した多くの仲裁事件
の中に、国籍を異にする当事者間の仲裁で、一方

は、これらに拘束されず、自由に仲裁人を選任す
ることができる（Secs. 5.7, 7.1, 7.2 and 7.3）。

の当事者により選任された、その当事者と国籍を
同じくする仲裁人が、自分を選任した当事者の利
益を擁護することが自分の使命であると心得て、
敢えてそれを隠そうともしない例があった。

（2）ICC Rules of Arbitration（以下 “ICC Rules”）
本規則は次の通り定める。
（ⅰ）この規則も、仲裁人は、公正かつ独立でな

現在行われている主要な仲裁規則は、いずれも

ければならないと規定し、仲裁人候補者が、自分

仲裁人は公正かつ独立でなければならないと定め

の公正性、独立性に疑問が生じさせるような事実

ている。この規範は、仲裁人の心得としては、恰

を開示すべきことを定めている（Art.11, secs. 1），

も、人は正直でなければならないというのと同様

2）and 3））。

1）The LCIA Courtは、35名以内のメンバーに加えて、関係団体の代表、前及び元Presidentより成り、商事仲裁の
主要な実務家を網羅し、世界の主要な取引分野を代表し、そのうち英国籍の者は6名以内となるように構成されている。
さらに、前及び元Presidentは、本人が望めば名誉Vice Presidentとして迎えられ、また、海外のLCIAの提携団体の
派遣者を受け入れることがある。LCIA Courtは、LCIA 仲裁規則の適切な適用に関する最終判断をする機関である。
その主要な機能は、仲裁廷の選任、仲裁人の弾劾に対する判断及び費用の管理である。Courtは、定期的に全体会議
を開くが、LCIA仲裁規則及び定款が規定するその機能の大部分は、Courtに代わって、そのPresident、VicePresident、名誉Vice-President、前Vice-President又は3名もしくは5名の委員より成るLICA Courtの委員会が、こ
れを行う。（LCIAのホームページより）

4
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仲裁人独立の原則と当事者が選任する仲裁人

（ⅱ）単独仲裁人は、両当事者が、両者の合意に
より、指名し、これをCourt2）が確認して決める。
仲裁人が3名の場合は、各当事者がそれぞれ1名

（4）ICDR International Arbitration Rules3）（以下
“ICDR Rules”）
本規則は、次の通り定める。

の候補者を指名し、これをCourtが確認すること

（ⅰ）仲裁人は公正且つ独立でなければならない。

により選任する
（Art. 12, sec. 5）
）
。第三仲裁人は、

仲裁人は、受任に際し、ICDRから交付された選

Courtが選任する（Art.12, sec. 5）
。もし両当事

任通知に署名することにより、独立且つ公正であ

者が他の選任方法を合意したときは、選任は、

ることを確認する（Art.13, sec.2）
。仲裁人は、

Courtによる確認を条件とする。即ち、当事者が

自己の公正性又は独立性に対し合理的な疑いを生

指名する仲裁人は、Courtの確認を経なければ、

ぜしめる惧がある事情を開示しなければならない

仲裁人に選任されない。また、Courtが、仲裁人

（Art. 13, sec.2）。仲裁手続中に、上記の疑いを生

を選任し又は当事者により指名された仲裁人候補

ぜしめる事情が発生したときは、仲裁人又は当事

者を確認するに際しては、候補者の国籍、居住地、

者は、直ちにその情報を全当事者及びICDRに対

当事者又は他の仲裁人の国籍国との関係を考慮し

し開示しなければならない（Art.13, sec.3）
。各

なければならない（Art. 13, sec. 1）
）
。

当事者は、仲裁人について、その公正性又は独立
性に対し合理的な疑いを生ぜしめる事情があると

（3）UNCITRAL Arbitration Rules（以下“UNCITRAL
Rules”）
本規則は、次の通り定める。
（ⅰ）仲裁人候補者は、その公正性又は独立性に

きは、仲裁人を弾劾することができる。他方の当
事者が弾劾に同意しない場合又は仲裁人が辞任し
な い 場 合 は、ICDRが 弾 劾 に つ い て 決 定 す る
（Art.14）。

ついて合理的な疑いを生ぜしめる惧がある事情が

（ⅱ）いずれの当事者又はその代理人も、他の当

ある場合は、質問に応じ、これを開示しなければ

事者を交えずに、事件に関して仲裁人又は仲裁人

ならない。また、仲裁人に選任された者は、両当

候補者に接触することは禁じられる（但し、候補

事者に対し、上記の事情を開示しなければならな

者に対し事件の一般的性質及び予期される手続を

い。
（Art. 9）

告げ、候補者の適正、就任可能性、公正性もしく

（ⅱ）仲裁人に選任された者に、その公正性又は

は各当事者からの独立性を検討し又は候補者を主

独立性について合理的な疑いを生ぜしめる惧があ

仲裁人に選任することの適否を論ずる場合を除

る事情があるときは、当事者は、その仲裁人を弾
劾することができる（Art. 10）
。弾劾が認められ

く。）（Art. 13,sec.6）。
（ⅲ）仲裁人の数について紛争の当事者間の合意

た場合又は弾劾に応じて仲裁人が辞任したとき

が な い と き は、 仲 裁 人 は1名 と す る。 た だ し、

は、替りの仲裁人を選任する（Arts. 10, 11 and

ICDRが、事件の規模、複雑性、その他の事情を

12）
。

考慮して、仲裁人の数を3名とすべきだと考える

（ⅲ）仲裁人が3名の場合は、各当事者は、それぞ

ときは、仲裁人は3名とする（Art. 11）。

れ1名の仲裁人を選任する。選任された2名の仲

（ⅳ）紛争当事者は、全員の合意により、仲裁人

裁人は、第三仲裁人を選択し、第三仲裁人は主仲

の 選 任 方 法 を 定 め る こ と が で き る（Art.12,

裁人（presiding arbitrator）となる（Art. 7.
sec.1）
。

sec.1）。
（ⅴ）紛争当事者は、全員の合意により仲裁人を
選定することができる（Art.12, sec.2）
。この選
定により仲裁人は確定する。

2）“Court”即ちThe International Court of Arbitrationは、International Chamber of Commerce（the "ICC"）の独立
の仲裁機関（ICC Rules, Art.1）。
3）ICDRは、The International Centre for Dispute Resolution of the American Arbitration Association。
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（ⅵ）全当事者が、規則所定の期間内に、仲裁人

R u l e s , S e c .16.4；I C C R u l e s , A r t . 21；

の選任方法について合意しなかったとき又は合意

UNCITRAL Rules, Art.33；ICDR Rules, Art.

により仲裁人を選定しなかったときは、いずれか

31）
。したがって、各当事者は、それぞれ信頼す

の当事者の請求により、ICDRが仲裁人を選任す

る商人仲間の有力者を仲裁人に選任する必要がな

る（Art. 12, sec.3）
。

い。各当事者に、それぞれ好みの仲裁人を選任さ

（ⅶ）紛争当事者が、合意により仲裁人の選任方

せると、前述のような仲裁人の独立性に関する問

法を定めた場合に、合意した期間内に仲裁人の選

題が生ずる。現代の主要な仲裁規則は、上記のと

任を終了しなかったときは、ICDRは、いずれか

おり例外なく、仲裁人は公正かつ独立でなければ

の当事者の請求により、その方法所定の、仲裁人

ならないと規定している。紛争の各当事者に仲裁

選任のための残余の手続を行う（Art. 12, sec.3）。

人を選任させることは、この仲裁人独立の原則と

（ⅷ）ICDRは、仲裁人を選任するに際し、予め
各当事者の意見を求める（Art.12, Sec.4）
。

相矛盾する。
LCIA Rulesは、前記の通り、仲裁人が3名の場

（ⅸ）ICDRは、各当事者の請求により又は当事

合に、紛争両当事者は、相互の合意により、各当

者の請求を俟たずに、いずれの当事者の国とも異

事者が、それぞれ主仲裁人（presiding arbitrator）

なる国の国民を仲裁人として選任することができ

以外の仲裁人を選任する旨を合意することができ

る（Art. 12, Sec.4）
。

ると規定するが、その合意は、単に仲裁人を指名

（ⅹ）当事者が仲裁人を選定せず、また、その選

す る 旨 の 合 意 と 見 做 さ れ、 指 名 さ れ た 者 は、

任方法について合意しないときは、ICDRは、各

LCIA Courtがこれを選任することにより初めて

当事者に対し、ICDRの仲裁人候補者名簿（ICDI

仲裁人となる。

list）を送り、総ての当事者の合意により、名簿

LCIA Courtは、指名された者が仲裁人の公正

記載の候補者中から仲裁人を選任することを勧奨

性及び独立性に反すると考える場合又はその他の

する。それでも当事者が合意により仲裁人を選任

理由により仲裁人として不適当だと考える場合

できなかったときは、ICDRは、仲裁人を選任す

は、 そ の 者 の 選 任 を 拒 否 し な け れ ば な ら な い

る権限を有する（Art. 12, Sec. 6）
）
。

（Sec.7.1）
。しかし、規則が、各当事者が、それ
ぞれ仲裁人を選任（指名）する旨の当事者間の合

３．各当事者が選任する仲裁人

意を認める以上、当事者間の合意に従って、一方
の当事者が仲裁人を選任（指名）した事実のみを

仲裁においては、裁判と異なり、紛争の当事者

理由として、選任された者が独立性に欠けるとし

に、
仲裁人を選任させることが特徴とされている。

て、LCIA Courtが、その者を仲裁人に選任しな

前述の初期の仲裁においては、
紛争の各当事者は、

いことは考え難い。したがって、LCIA Rulesに

それぞれ信頼する商人の有力者を仲裁人に選任し

おいては、もし両当事が、その旨を合意すれば、

て、自分の言い分を代弁させ、第三の有力者であ

各当事者が、それぞれ好みの仲裁人を選任するこ

る主仲裁人が、封建領主の裁判所が適用する農業

とができる。しかし、上記の例外の場合以外は、

社会の法ではなく、商人間の慣習及び道理に従っ

仲裁人の選任はLCIA Courtの専権に属するので、

て裁決した。現代では、紛争当事者は、弁護士で

各当事者は仲裁人を選任することができない。

ある代理人に依頼して、自分の主張を代弁させる

一方、ICC Rulesは、前記の通り、仲裁人が3名

ので、重ねて、自分の主張を代弁する仲裁人を選

の場合に、各当事者が、それぞれ1名の仲裁人を

任する必要がない。また、現代では、往時と異な

指名することを認める。しかし、各当事者が指名

り、
仲裁においても、
商人間の慣習及び道理によっ

した者は、Courtがこれを確認しなければ、仲裁

て紛争を解決するのではなく、裁判と同様、法律

人として選任されない。しかし各当事者が仲裁人

に 従 っ て 解 決 す る（ 仲 裁 法 第36条、LCIA

を指名することが認められている以上、Courtが、

6
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仲裁人が一方の当事者により指名された事実のみ

ICDR Rulesは、いずれの当事者又はその代理

をもって、その者が独立性に欠けることを理由と

人も、他の当事者を交えずに、仲裁人又は仲裁人

して仲裁人として確認しないことは考え難い。し

候補者と事件の話をすることを禁じている（但し、

たがって、ICC Rulesにおいては、各当事者は、

仲裁人候補者に対し、紛争の一般的性質（the

それぞれ好みの仲裁人を選任することができる。

general nature of the controversy）等を伝える場

これらの規則に対し、UNCITRAL Rulesは、

合は、この限りでない。
）
（Art. 13,sec.6）
。仲裁

仲裁人が3名の場合は、各当事者が、それぞれ1

人の独立性を確保するためである。各当事者が、

名の仲裁人を選任し、選任された2名の仲裁人は、

誰かに仲裁人就任を依頼しようとすれば、上記例

第 三 仲 裁 人 を 選 択 し、 第 三 仲 裁 人 は 主 仲 裁 人

外の限度を超えて事件の内容を伝える結果になる

（presiding arbitrator）となると、端的に規定し

ことは自然の成り行きである。したがって、紛争

ている（Art. 7. Para.1）
。
これに対し、ICDR Rulesは、紛争当事者全員

の当事者がこの規定を遵守しようとすれば、誰か
に仲裁人就任を依頼することは困難である。

の合意により、仲裁人を選任し又は仲裁人の選任

上記ICDR Rulesの規定は、仲裁人の独立に関す

方法を決定することを原則とし、当事者全員の合

る原則に対する違反の一事例を規定したものであ

意が成立しないときは、仲裁機関であるICDRが

り、特に、一方の当事者が仲裁人を選任すること

仲裁人を選任する旨を規定している。
したがって、

の当否に関する規定ではない。しかし、もし一方

各当事者は、全当事者の合意により、仲裁人の選

の当事者が仲裁人を選任することを認めると、当

任方法として、各当事者がそれぞれ仲裁人を選任

事者が仲裁人候補者に仲裁人就任を依頼するに際

することを決めた場合にのみ、それぞれ好みの仲

し、候補者に対し紛争の内容を説明すると、仲裁

裁人を選任することができる。

人独立に関する一般原則に違反する惧が大きい。

以上の通り、各仲裁規則は、いずれも仲裁人の
公正性及び独立性を謳っているが、ICDR Rules
を除き、各当事者がそれぞれ好みの仲裁人を選任
することを認めている。

５．仲裁人の選任方法
現代の仲裁では、各当事者の主張は、当事者に
代わって代理人が述べるので、仲裁廷内部に各当

４．仲裁人候補者との打合せ

事者の代弁者を設ける必要がない。また、前述の
とおり、各当事者が選任した仲裁人は、意識する

紛争の各当事者が誰かに仲裁人就任を依頼する

にせよ、また意識しないにせよ、自分を選任した

ときは、その当事者は、先ず仲裁人候補者に面会

当事者の主張を支持し易い。しかし、そうした行

して、紛争の概要を説明したうえ、仲裁人就任を

動は、主要な仲裁規則が一致して規定する仲裁人

依頼する。当事者が説明する紛争の概要は、意図

の公正性及び独立性の原則に反する。したがって、

すると否とを問わず、その当事者から見た紛争の

仲裁人の独立を確保するための仲裁人選任方法を

概要である。仲裁人候補者は、
その説明に従って、

再検討する必要がある。

事件の内容を理解し、これを正当とする予断を抱

仲裁法は、仲裁人の選任手続は、当事者が合意

く。仲裁人候補者は、後日、他の当事者がこれと

により定めるところによると規定する（第17条

異なる主張をすると、その主張を異端と感ずる。

第1項）。当事者が、特定の仲裁機関が定める仲裁

このようにして就任した仲裁人は、意図すると否

規則に従って仲裁を行うことを合意したときは、

とを問わず、依頼者である当事者に対し有利な判

その仲裁規則中の仲裁人選任に関する規則に従っ

断をし易い。各当事者が、それぞれ仲裁人を選任

て仲裁人を選任することを合意したことになる。

することを認めると、このような問題が生じて、

仲裁規則中の仲裁人選任方法に関する規定の作成

仲裁人の独立性の原則に抵触する。

に際しては、仲裁人の独立性を確保するために次
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の点に留意する必要がある。

めにする者は、これを行ってはならない。各当事

（ⅰ）各当事者が仲裁人を選任する方法は、仲裁

者は、他の当事者全員と共にする場合を除き、仲

人にとって当事者が依頼者になり、仲裁人が依頼

裁の対象である紛争に関し、仲裁人又は仲裁人候

者に同調し易く、仲裁人独立の原則に反するので

補者と、自ら接触し又は他の者を接触さてはなら

避けるべきである。

ない。

（ⅱ）一方の当事者が、仲裁人又は仲裁人候補者

（ⅵ）上記（ｖ）の規定により、 仲裁機関から仲

に対し、他の当事者を交えずに接触して、仲裁の

裁人就任の依頼を受けてその交渉に応じようとす

対象である紛争について対話をすると、仲裁人又

る者は、仲裁機関に対し、自己の公正性又は独立

は仲裁人候補者に対し、当該紛争に関し、当該当

性に対し疑いを生じさせるおそれのある事実の全

事者に都合のよい予断を抱かせ易いので、これを

部を開示し、かつ仲裁の対象である紛争に関し、

禁ずるべきである。

紛争のいずれかの当事者、その代理人その他当事

上記の各点を考慮すると、
仲裁人の選任手続は、
次のような原則によるべきである。
（ⅰ）仲裁人の数が1名の場合：
当事者全員が仲裁契約により又はその後の合意

者のためにする者により、仲裁人就任の依頼又は
就任の可否の問合せ、その他仲裁の対象である紛
争に関して何等かの接触を受けた者は、その概要
を開示する。

により選任した者を仲裁人とする。もし答弁書提
出期限までに、上記により選任された仲裁人がな
いときは仲裁機関が選任する。

６．仲裁人候補者名簿

（ⅱ）仲裁人の数が3名（又はそれ以上）の場合：

各当事者がそれぞれ仲裁人を選任することを認

当事者全員が仲裁契約により又はその後の合意

めないときは、もし全当事者間に、仲裁人又はそ

により選任した者を仲裁人とし、また選任された

の選任方法について合意が成立しないと、仲裁機

仲裁人のうち、当該合意により主仲裁人として選

関が仲裁人を選任するほかない。仲裁機関は、仲

任された者を主仲裁人とする。もし答弁書提出期

裁人を選任するためには、仲裁人候補者名簿を常

限までに、上記により選任された仲裁人又は主仲

備する必要がある。仲裁機関が、必要の都度、仲

裁人がないとき又は定員に満たないときは、仲裁

裁人候補者を探すようでは、制度として成立しな

機関が、それぞれ、全ての仲裁人もしくは残余の

い。仲裁機関が仲裁人を選択する機会が多くなれ

仲裁人又は主仲裁人を選任する。

ば、仲裁機関は、多様な法律分野の専門家を網羅

（ⅲ）上記により仲裁機関が仲裁人を選任すべき

した仲裁人候補者名簿を常備し、常時更新する必

場合に、各当事者は、あらかじめ仲裁機関に対し

要がある。ICDR Rules では、ICDR listという、

自己が希望する仲裁人を指名することができる。

仲裁人候補者名簿の存在が前提とされており、仲

しかし、仲裁機関は、仲裁人選任に際し当事者に

裁機関は、当事者の合意による仲裁人選任に際し、

よる指名に拘束されない。

参考資料として、これを各当事者に提供すべきこ

（ⅳ）仲裁機関は、仲裁人候補者の氏名、経歴、

とが規定されている（Art.12,sec.6）。仲裁機関が

専門分野、仲裁に関する経験、使用可能言語等を

仲裁人を選任する場合も、このlistを利用するこ

記載した仲裁人候補者名簿を常備し、随時その内

とができる。国籍が異なる当事者間の仲裁に際し、

容を更新し、希望する当事者に対し、これを閲覧

外国籍の仲裁人を選任する機会が増すと、仲裁機

させ又は写しを交付するか又はインターネット上

関は、多様な国籍の仲裁人候補者名簿を常備し、

に公開する。

かつ常に最新版にするため、更新を続けることが

（ｖ）仲裁人候補者に対する仲裁人就任の依頼ま

必要になる。また仲裁機関は、仲裁申立書及び答

たは仲裁人就任の可否の問合せは仲裁機関のみが

弁書の記載から、事件の内容を判断し、適時に適

行い、各当事者、その代理人その他各当事者のた

切な仲裁人を選任する必要がある。したがって、

8
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円滑な仲裁人選任を実施するために充分なスタッ
（3）UNCITRAL Rules

フを備える必要がある。

上記のとおり、UNCITRAL Rules は、仲裁人
の選任に際しては、選任機関は、各当事者の国籍

７．仲裁人の国籍

と異なる国籍の仲裁人を選任することの妥当性を

上記の各仲裁規則は、仲裁人の国籍に関して次

考慮すべしと規定するのみである。

のような規定を設けている。
（4）ICDR Rules
（1）LCIA Rules

ICDR Rulesは、単にAdministratorは当事者の

LCIA Rulesでは、紛争当事者の国籍が異なる
場合は、単独仲裁人又は主仲裁人は、第三国籍の
者でなければならない（Sec.6.1）
。仲裁人が3名

いずれとも異なる国籍の仲裁人を選任することが
できると規定するのみである。
上記のとおり各仲裁規則は、LCIA Rulesが、

の場合の、主仲裁人以外の2名の仲裁人について

国籍が異なる当事者間の仲裁においては、単独仲

は、国籍に関する制限はない。したがって、各当

裁人及び主仲裁人（第三仲裁人）は第三国の国籍

事者が、それぞれ自分と同国籍の者を仲裁人とし

を有する者でなければならないと規定するほか

て指名することができる。規則に単独仲裁人と主

は、仲裁人の国籍要件を明確に規定していない。

仲裁人にのみ国籍に関する制限が規定され、その

ICC Rulesには、Court が、仲裁人を選任し又は

他の仲裁人に関しては、敢えて国籍による制限が

当事者が指名した仲裁人を確認するに際し、候補

規定されていない以上、Courtは、各当事者が指

者の国籍等と当事者又は他の仲裁人の国籍国との

名した、それらの仲裁人の国籍が、指名した当事

関係を考慮しなければならないという規定（Art.

者の国籍と同一であるという事実のみを理由とし

13,sec.1））があるのみで、仲裁人の国籍と一方の

て、その者が “is not so compliant or is otherwise

当事者の国籍が同一の場合を排除する旨の明白な

unsuitable”だという理由で（Sec. 7.1）
、その者の

規定はない。UNCITRAL Rules は、仲裁人を選

仲裁人としての選任を拒否することはできないと

任する者は、当事者のいずれとも国籍が異なる仲

思われる。したがって、国籍が異なる当事者間の

裁人を選任することの妥当性（advisability）を

紛争においては、各当事者が、それぞれ自己と同

考慮に入れねばならないと、婉曲に規定するのみ

一国籍の者を仲裁人として指名し、これをCourt

である（Art. 6,sec.4）。

が仲裁人として選任することが、
しばしば行われ、

国籍を異にする当事者間の紛争を、裁判によら

各仲裁人が、意識的に又は無意識的に、自分を指

ず、仲裁による解決を選択する理由のひとつは、

名した同国籍の当事者の利益に沿う意見を述べ

一方の当事者の国の裁判所で裁判をすると、自国

4）

て、相互に対立するという事態が発生し易い 。

民である当事者に贔屓するのではないかという懸
念があるからである。しかし、仲裁の各当事者が、

（2）ICC Rules
ICC Rulesは、仲裁人の選任又は確認に際し、

それぞれ自国民を仲裁人に選任することを許容す
ると、各当事者に選任された各仲裁人が、それぞ

仲裁人候補者の国籍、居住地及び当事者又は他の

れ、自分を選任した、自分と同国籍の当事者の利

仲裁人の国籍国との関係を考慮すべきことを規定

益に沿う意見を述べ、いずれが主仲裁人を自己の

するのみである。

陣営に取り込むか、という競い合いになり易い。

4）この規則で注目すべき点は、当事者が法人である場合、設立準拠法国で、かつ実質的な本社を有する国を国籍国
とするほか、当事者の設立準拠法国と実質的本社を有する国が異なる場合は、いずれも国籍国とすること、また当事
者の支配株主又は実質的所有者の国籍も、当該当事者の国籍と見做す旨の規定である。（類似の規定は、外国弁護士
による法律事務の取扱い等に関する法律第2条第11号イ参照）。
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各当事者に選任された仲裁人が、各当事者に選任

例えば、日本国籍の当事者と米国国籍の当事者

された代理人と同様の行動をすることになる。上

との仲裁を日本で行う場合に、日本人の仲裁人及

記のどの仲裁規則も、仲裁人の公正及び独立の原

び米国人の仲裁人に加えて、第三仲裁人としてド

則を掲げる。国籍の異なる当事者間の仲裁におい

イツ人の仲裁人を選任した場合に、仲裁手続で使

て、仲裁人の国籍と一方の当事者の国籍が同一だ

用する言語は、当事者間に別段の合意がない場合

という事実は、仲裁人の公正及び独立の原則に反

は、多くの場合3名の仲裁人が共に理解すること

する顕著な例である。

ができる言語である英語になることが多いと思わ

一方、国籍の異なる当事者間の仲裁では、仲裁

れる（仲裁法第30条第2項）。また、同様の仲裁

廷が適用すべき準拠法が、いずれかの当事者の国

事件で、仲裁人の独立性を確保するために、各当

籍国の法律であることが多い。仲裁人の独立性を

事者のいずれとも国籍が異なる仲裁人、例えば英

確保するために、単独仲裁人、主仲裁人（第三仲

国人及びフランス人の仲裁人とドイツ人の第三仲

裁人）及びその他の仲裁人の総てに、当事者のい

裁人を選任した場合、上記と同様の理由により、

ずれとも異なる国籍の者を充てると、敢えて、事

仲裁手続で使用する言語は、英語になると思われ

件の準拠法に関する十分な知識のない者のみを仲

る。かくして、仲裁人選任に際しては、他の条件

裁人に選任する結果になる。準拠法の解釈は、裁

に加えて、仲裁人候補者の英語により仲裁手続を

判の場合と同様に、鑑定人に頼るほかない。

行う能力の有無を勘案することが必要になる。

10
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過剰輸送力を減少させた
ベルギー・アイルランド航空協定仲裁裁定
東京大学大学院法学政治学研究科教授

中谷和弘

Kazuhiro Nakatani

通りである2）。両国間の民間航空輸送を規律して

Ⅰ．はじめに

いたのは、1955年9月10日の両国間で署名され

本稿においては、1981年7月17日のベルギー・

1959年5月27日に発効した航空運送協定（以下、

アイルランド航空仲裁裁定について紹介・検討す

本協定と略記）であった。本協定はBermudaⅠ型

ることにしたい。新型コロナウイルス
（COVID-19）

の航空協定であり、輸送力条項（capacity clause）

感染拡大により、全世界において通商や投資の減

は8条において次のように規定されていた。即ち、

退がみられ、特に航空需要が激減したことに鑑み

「1. 締約国のエアラインによって提供される輸送

ると、国際民間航空輸送というサービス貿易の特

力は運輸の必要性に適合したものでなければなら

殊な一分野においてではあるが、過剰輸送力とい

ない（shall be adapted to traffic requirements）。2.

う需給ギャップについて判断を行った他に類例の

締約国のエアラインは各々のサービスに不当に影

ない仲裁裁定として注目に値するものである。ま

響を与えないよう相互の利益を勘案しなければな

ず事案の概要と仲裁廷の設置についてみた上で、

ら な い（shall take into consideration their

一般にはほとんど知られていない仲裁裁定の内容

mutual interests so as not to affect unduly their

1）

を紹介し、その上で若干の考察を加えたい 。

respective services）
。」11条1項では「締約国の権
限ある当局は本協定で定義された原則の適用を確
保するため適宜協議する」旨を規定し、これが

Ⅱ．事案の概要と仲裁廷の設置
本仲裁は、ブラッセル＝ダブリンの航空路線に

Bermuda I 型の航空協定にみられる事後審査（ex

posto facto review）に該当するものであった。

ついて、需要減退・供給過多ゆえ減便を求めるベ

ブラッセル＝ダブリンの航空路線を運航した指

ルギーとそれに反対するアイルランドの間の紛争

定エアラインは、ベルギーのSabenaとアイルラ

に関する国家間仲裁である。

ンドのAer Lingusである。1979年の夏まではAer

主要な事実と仲裁廷の設置に関する手続は次の

Lingusのみが就航し、同年6月に両者間でプール

1）本仲裁裁定に関しては、J.Naveau, Away from Bermuda ? An Arbitration Verdict on Capacity Clauses in the
Belgian/Ireland Air Transport Agreement, Air Law , vol. 8 (1983), pp.44-57; Alfred Merckx, The Belgium-Ireland
Air Transport Agreement Arbitration, Revue belge de droit international , vol. 17 (1983), pp. 699-723 (裁定は両論文
の後半に収録されている）。筆者は以前、ごく簡単に紹介したことがある。拙稿「国際航空輸送の経済的側面に関す
る国際裁判」国際法外交雑誌103巻2号（2004年）45– 46頁。
2）Merckx, supra note 1, pp. 700-705.
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協定が締結され、それに従ってSabenaも同路線

ベルギーの主張は次のようにまとめることがで

に就航した。ところがやがてSabenaのロードファ

きる。①過剰輸送力が創出された。②運輸の不均

クター（有償座席利用率）が著しく低い（夏場で

衡が存在する。③本協定に反するこれら2つの問

は28%、冬場では19%）ことが判明した。Sabena

題はSabenaの業務に悪影響を与えるという第3の

はこの状況は本協定の輸送力原則と合致しないと

問題を創出している。④これらの矛盾は全就航便

して、同路線は現行の週11便（Aer Lingus が週

数を週8便に減便し平等に4便ずつSabenaとAer

７便、Sabenaが週４便）から週8便（Sabena と

Lingusに配分することで是正される。⑤そのよう

Aer Lingus が週4便ずつ）に減便すべきだと主張

な平等の配分は本協定において規定されており、

した。これに対してAer Lingusは現行の週11便

また指定エアラインにより目標として設定されて

の就航の維持を主張し、Aer Lingusのみの週3便

いる。

の減便により輸送力を50/50に配分することは同

これに対するアイルランドの主張は次のように

社が同路線を築き上げてきた努力やSabenaに譲

まとめることができる。①路線の特徴に鑑みると、

歩して既に減便したことを無視するものだと反論

本件において過剰輸送力は存在しない。②これま

した。

で市場が十分に発展しなかったゆえ、運輸の成長

まず両社間で交渉したが合意に達せず、次に両

の見込みは好ましい。③市場の発展を確保するた

国間で交渉したが合意に達しなかったため、両国

めに十分な便数を維持する根拠が存在する。④便

は本協定10条の仲裁条項に従ってこの紛争を仲

数の削減は公衆の利益に反する。⑤輸送力の平等

3）

裁に付託することとした 。10条4項では「両締

な配分はAer Lingusが行ってきた努力（同社のみ

約国は付与された決定を遵守することを約束す

が路線を開設し何年にも亘って就航してきた）や

る」と規定しており、仲裁裁定は法的拘束力を有

1979年のSabena 就航以来受け入れてきた輸送力

する。両国は仲裁付託合意（compromis）は作成

の調整を勘案していない6）。

せず、但しこれにかわる短い書簡を単独仲裁人と
なるHentik Winberg4）に1981年5月に送付すると
いう簡便方式をとった。付託事項は明確には示さ

Ⅲ．仲裁裁定の内容

れていないが、Merckxは、①ブラッセル＝ダブ

仲裁裁定の概要は次のとおりである。

リン間のAer Lingus とSabenaによる週当たりの
往復の就航便数は多すぎないか、②Aer Lingus

1. 航空協定の特徴

とSabena間での50/50の輸送力の分割は本協定に

1.1

5）

合致しているか、の2点であったとする 。
1981年6月10日にパリで口頭弁論と書面提出が

総論

本協定には輸送力を50/50にシェアす

べしとする条項はない。輸送力のそのような配分
は本協定と合致するかもしれないが、エアライン

なされ書面は交換された。翌週には両国は書面で

が輸送力条項に含まれる原則を遵守するならば、

コメントを提出し、さらに仲裁人は7月前半まで

他の割合での輸送力の配分の場合にも本協定と合

の間にブラッセル、ダブリンで両国の関係者と面

致するといえる。

会した。7月17日には仲裁裁定がダブリンにおい

1.2

て下された。仲裁付託から仲裁裁定まで約2カ月

協定8条1項は、輸送力は、運輸の必要性に適合

というスピード感のある仲裁手続であった。

しなければならないと規定するが、このことは輸

原則の枠組（限度、セーフガード）［1］本

3）10条2項にはICAO理事会に付託する選択肢も規定されていたが、両国はICAO理事会ではなく仲裁に付託した。
4）Hentik Winberg（1915-2003) はスウェーデン国土運輸省民間航空局長を1952年から1980年までつとめ、また
1970年から1973年まではEuropean Civil Aviation Conference のPresident であった。
5）Merckx, supra note 1, p.705.
6）Naveau, supra note 1, pp.48-49.
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過剰輸送力を減少させたベルギー・アイルランド航空協定仲裁裁定

送力はある価格水準での運輸の需要を賄うのに十

1979年6月に締結されたプール協定には「原則と

分であるべしという意味である。本条項はさらに

して輸送力は平等に配分される。しかしながら、

過剰輸送力は非経済的な運用に至る路線において

両社は、特定の期間においては実際的な事情に鑑

は 維 持 で き な い こ と を 意 味 す る。BermudaⅠ

み、この原則から逸脱することに合意できる」と

（1946年の米英航空協定）における類似の条項（輸

の条項を含んでいると指摘した。仲裁人は、本条

送力は運輸の需要と密接な関係を有しなければな

項は本協定のようなリベラルな航空協定の適用は

らない（shall bear a close relationship to the

早晩平等な輸送力の配分に至るという現実的な評

traffic demand）
）は本協定8条で用いられる表現

価を反映したものであると理解するが、本協定自

と重要な相違があるとは考えない。この相違は現

体にはそのような特定の条項を含んでいない。

実の輸送力の状況に関しては重要ではない。
［2］

［3］アイルランドは運輸の60%はアイルランド由

本協定8条2項は、締約国のエアラインは各々の

来のものだと主張した。この主張は頻度と時間帯

サービスに不当に影響を与えないよう相互の利益

をアイルランド由来の運輸に適合するようにする

を勘案しなければならないと規定する。このこと

必要性があるとの見解を支持するためになされた

はとりわけ一方のエアラインが他方のエアライン

ものであり、この運輸がAer Lingus によってな

の業務の存続を危うくするような過剰輸送力を行

されるべきだと主張するためになされたものでは

使してはならないことを意味する。
［3］本協定7

ない（そのような主張は本協定上支持されない）。

条1項は、運賃は業務の経済性、通常の利潤及び
各業務の特徴に鑑みて合理的な水準に定めなけれ

2. 全体の輸送力

ばならないと規定する。この条項は締約国が指定

2.1

エアラインが経済的にかつ通常の利潤を確保して

から1980/81までのブラッセル・ダブリン間の旅

業務にあたるべきことを意図したことを示してい

客運送は年間46000人から51000人の間で安定し

る。締約国はシカゴ条約前文において航空業務が

ていた。1979年7月までは輸送力はAer Lingusの

健全かつ経済的に運営されるべきことを謳ってき

みによって決定されていた。1979年夏からは両

た。もしエアラインが路線の業務から通常の利潤

エアラインが就航し、ピーク期13便、ショルダー

を得ることができず、さらに収入がコストをカ

期12便であった1978年と比べてピーク期には1

バーできない場合には、当該エアラインは満足の

便、ショルダー期には2便増便となった。1980年

いかない経済的結果が一方又は双方のエアライン

には便数は1978年のレベルに戻り、1981年には

による上記の諸原則の不遵守によるものでなけれ

1978年と比べて1便減便となった（ピーク期12便、

ば、当該路線の業務からの撤退を考えなければな

ショルダー期11便）。冬期においては、1979/80

らない。そのような場合には航空当局は相互に協

にはAer Lingusのみが就航していた1978/79と比

議を行い、
場合によっては仲裁に進むことになる。

べて1便増便（Sabane 4便、Aer Lingus9便）と

これが本紛争において生じたことであり、仲裁の

なり、昨冬にはAer Lingusは2便減便して週7便

第1の目的は業務が当該原則に適合しているかを

としたため就航は週11便となった。座席数は便

審査することである。

数に比例して変化はしなかった、というのはAer

1.3

運輸、ロードファクター、経済

1977/78

特別の側面 ［1］秘密合意議事録において

Lingus はブラッセル以遠、フランクフルト又は

両国は第5の自由（以遠権）の行使は両国のエア

デュッセルドルフの運航を1978/79冬期以降終了

ライン間のプール協定に従うことを合意した。仲

し、Sabenaは冬期及びショルダー期の一部にお

裁人は、反対に、第3の自由（相手国向け運輸の

いてAer Lingusよりもより輸送力の大きな航空

自由）及び第4の自由（自国向け運輸の自由）に

機（ 座 席 数74のBAC111で は な く 座 席 数107の

ついてはプール協定の締結を要件とすることなく

B737）を使用したためである。

行使されうると結論づける。
［2］ベルギーは、

ここ2年間の平均のロードファクターは約40%
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であった。これは他の欧州路線における数値と比

場（主に土日の利用）に分類できる。過剰輸送力

べ て 低 い 数 値 で あ っ た。 ア イ ル ラ ン ド はAer

及び両者の利益の衝突は前者の市場において生じ

Lingusの損益均衡のロードファクターは約40%で

ており、輸送力の調整が必要である。

あるとした。Aer Lingusは約48%のロードファク

3.2

ターを達成したが、Sabenaのロードファクター

拠地外での航空機とクルーの越夜を経済的理由か

は 夏 期 は 約28%、冬期は約19%であった（ も し

ら避けることがあるが、仲裁人は公衆の要求上必

SabenaがAer LingusのようにBAC111で運航した

要な場合には越夜での運航は不正規なものとは考

ならば、冬期のロードファクターは約27%に上昇

えない。ブラッセルとダブリンの飛行時間は1時

したであろう）
。このことはSabenaが同路線の運

間半であり、SabenaとAer Lingusの双方は、公

航から生じるコストを回収できないことを意味す

衆に時間割上の合理的な満足を与えるために、午

る。この状況は2年間続きSabenaにとって経済的

前及び夕方に本拠地から往復便を就航できるよう

困難となった。このような背景に鑑み、仲裁人は

にすべきである。

輸送力が過大であり、そのことはSabenaの運営

3.3

に悪影響を与えるとともにAer Lingusの業務の

を回避するためには、輸送力を日曜夕方から金曜

最適な運営を阻害すると考える。

夕方までの間には1日1往復（現在の計10往復か

2.2

ら6往復への変更）とすることが望ましかった。

予測

もし現在の輸送力の状況が変化せず

スケジューリングと航空機駐機の影響

輸送力の配分

本

過剰輸送力を減少させ対立

に継続するのであれば、Sabenaは経済的理由ゆ

仲裁人はこの調整は注意深くまた現在の割当に照

えに市場から放逐されるであろう。そのような進

らしてなされる必要があると認識する。Sabena

展は本協定の目的及び協定締結時の両締約国の意

は現在週4往復、Aer Lingusは週6往復をしてい

図とは合致し得ないものである。

る。両社は相手方の業務をできるだけ妨げること

2.3

なく現在の輸送力を減少すべきである。

公衆の利益

航空輸送システムはビジネス

旅客の需要にも応えるものであることが重要であ

将 来 の 比 率 に 影 響 す る こ と な く、 仲 裁 人 は

る。それゆえロードファクターはこういった需要

Sabenaは週1往復の減便をAer Lingusは週2往復

に応えられないほど高いものであってはならな

の減便を認めるのが適当であると考える。

い。ロードファクターは65%が上限だと考えられ

3.4

旅客及び友人親類訪問市場 （略）

てきた。公衆はノンストップ便の減便は常に不便

3.5

インプリケーション

だと感じるが、こういった要求は経済的考慮に

換をもたらすとの警告があったが、そのような転

よって和らげられなければならない。年間4万人

換は僅かであろう。減便は1日2往復という両社

の旅客があることは毎日の就航には経済的に十分

の共通目標の達成を少なくとも短期的には遅らせ

だとしばしば考えられ、それゆえブラッセル＝ダ

るものであるが、一方のエアラインが同路線で赤

ブリン路線の毎日の就航の基本的な必要性は保持

字を出している場合には達成が期待できないもの

されるものと考えられる。

である。仲裁人は減便により今後12カ月間で平

2.4

均ロードファクターを50%にできると確信する。

結論

仲裁人は、ブラッセル＝ダブリン路

減便は乗継便への転

線では2年間にわたり過剰輸送力が存在し、将来

現在Aer Lingusが使用している夕方のスロット

の輸送の伸びによりこの状況を改善する見込みは

にSabenaがアクセスできるようにすることで両

なく、それゆえできるだけ早期に輸送力を減少さ

社の損益均衡ロードファクターのギャップを縮め

せることが必要であると結論づける。

ることができよう。全体の減便とその上での割当
は一時的な措置であり、将来における全体の輸送

3. 輸送力の配分
3.1

下位の市場

力と割当に影響を及ぼすものではない。
市場はビジネス市場（日曜の

夜から金曜の夜まで）と旅客及び友人親類訪問市

14

仲裁人の決定

指定エアラインによって提供さ

れるブラッセル＝ダブリン路線の輸送力はいくつ
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過剰輸送力を減少させたベルギー・アイルランド航空協定仲裁裁定

かの点において運送の要求を大きく超過してお

ラインであった点が、他の諸事案とは異なる）。

り、そのことは本協定の根底をなす健全な経済運

本仲裁においてもSabena 対Aer Lingusというエ

営の原則に相反している。エアラインは相互の利

アライン間の紛争が航空協定の解釈・適用をめぐ

益を適切に勘案せずに輸送計画をたて、それは

る国家間紛争として定式化された。

各々のサービスに不適当な効果を生じさせた。日

第2に、サービス貿易としての国際民間航空輸

曜夕方から金曜夕方の期間におけるAer Lingus

送について。国際民間航空輸送はサービス貿易の

の2往復及びSabenaの1往復の輸送力の減少が実

一種である（サービスの越境という第1モードの

行可能な限り早期に求められる。

サービス貿易）であるが、WTOのサービス貿易
一般協定（GATS）は基本的に適用されない。

Ⅳ．省

GATSの航空運送サービスに関する附属書では、

察

中心をなす「運輸権」についてはGATSは適用さ

以下の5点について指摘しておきたい。

れない旨規定しているのである。国際民間航空輸

第1に、国家間航空仲裁について。航空協定の

送を規律しているのは二国間航空協定である。

解釈・適用をめぐる国家間仲裁裁定は本仲裁裁定

第3に、BermudaⅠ型の航空協定における輸送

の他にも4つのものが知られている。米国・フラ

力条項について。BermudaⅠ型の航空協定では輸

ンス（1963年）
、米国・イタリア（1965年）
、米国・

送力の事後審査が行われることなっている。しか

フランス（1978年）
、米国・英国（1992年）間の

しながらこの調整は現実にはほとんど機能して来

7）

各仲裁裁定である 。本仲裁裁定以外はすべて米

なかった9）。さらにしばしば秘密合意やプール協

国が当事国となったものである。これらの他に

定において輸送力の事前決定がなされることに

1993年にオーストラリアによる米国に対する仲

よって、
「輸送力は事前には審査せず事後審査に

裁付託があり、また2016年にはEUによる米国に

服せしめる」というBermudaⅠの基本理念は多少

対する仲裁付託の計画がなされたが、いずれも仲

とも形骸化していた10）。これに対して本件におい

8）

裁裁定には至らなかった 。国家間航空仲裁の対

ては、事後審査の結果、ロードファクターが低い

象となる紛争は、しばしばその実態はエアライン

（特にSabenaのロードファクターが著しく低い）

間の紛争であって、その場合には国家間仲裁と

ことが判明したため、過剰輸送力が存在するとし

いっても実態は国際商事仲裁に近いものになると

て仲裁裁定によって需給調整がなされた。その意

いえる。1970年代までの3つの航空仲裁では対象

味で本仲裁判断は事後審査を真の意味で機能させ

となった紛争は、自由化を志向する米国エアライ

た、BermudaⅠの基本理念を生き返らせ貫徹した

ン対政府規制を求める欧州エアラインの対立から

と評価することができる。但し、1946年の米英

生じたものであった（1992年の米国・英国間の

航空協定（BermudaⅠ）自体の輸送力条項と本協

仲裁で問題となったのはヒースロー空港の使用料

定のそれとの間には文言の微妙な相違（前者では

であったが、これも米国のエアラインの利益に関

「輸送力は運輸の需要と密接な関係を有しなけれ

わるものであった）
。2つの「幻」の航空仲裁にお

ばならない」
、後者では「運輸の必要性に適合し

いてもエアライン間の紛争が背景にあった
（但し、

たものでなければならない」
）があるにもかかわ

オーストラリア対米国の事案では規制を求める

らず、本仲裁裁定では重要な差異ではないとした。

オーストラリアの側から仲裁付託をした点が、

この点の判断は適切だったのかどうかについては

EU対米国の事案では規制を求めたのが米国エア

異論もあろう。
「運輸の必要性への適合」という

7）これらにつき、拙稿・前掲注1) 37-51頁。
8）これらにつき、拙稿「2つの幻の国際航空仲裁」『小和田恒判事退職記念 国際関係と国際法』（信山社、未刊）。
9）この点につき、Naveau, supra note 1, p.45.
10）この点につき、Naveau, supra note 1, p.50.
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観点からは、
「たとえ需要が少なくとも必要性は

航空関係（特に指定エアライン間で競争力につい

存在する」という反論がありうるため、この点の

て差異がある航空関係）に限定され、オープンス

説明が必要であったと思われる。

カイ航空協定によって規律されている航空関係や

第4に、本仲裁裁定の全般的特徴について。本

輸送力事前審査型の航空協定によって規律されて

仲裁裁定は狭義の法律家ではない行政官による実

いる航空関係は射程範囲外である。但し、国際社

務的な判断であり11）、経済状況やエアラインの経

会においては、COVID-19感染拡大による航空需

営状況に配慮した上での判断がなされたといえる

要の減退とそれに伴う過剰輸送力が存在・継続す

（他の航空仲裁において経済・経営状況を勘案し

ることが見込まれるゆえ、オープンスカイ航空協

た判断がなされたものとしては、1992年の英米

定をBermudaⅠ型の航空協定や輸送力事前審査型

航空協定仲裁裁定が挙げられる）
。但し、本仲裁

の協定に改訂しようという動きが生じる可能性は

裁定については、Aer Lingusが既に行ってきた努

ありえよう。その意味で本仲裁裁定は将来の航空

力（路線開設と初期の運航は同社のみが行った）

紛争において参考になる可能性がある。さらに航

とSabenaへの配慮（減便を受け入れてきた）を

空輸送に限らず、
「相手方に不当に影響を与えな

十分勘案していないのではないか、また消費者の

いよう相互の利益を勘案する」といった一般的な

利益を十分勘案していないのではないかという正

文言が条約や契約に盛り込まれている場合には、

当な批判がありえよう。少なくともこれらの点に

本仲裁裁定はその解釈・適用について一定の参考

ついての説明を行うべきであったと思われる。

になろう。本仲裁裁定では明示されていないが、

第5に、本仲裁裁定の射程範囲ないし現代的意
義について。本仲裁裁定の直接の射程範囲は、

狭 義 の 法 律 家 に よ る 裁 定 で あ れ ば、
「衡平」
（equity）に基づく判断であるとして同様の結論

BermudaⅠ型の航空協定によって規律されている

を導き出したかもしれない12）。

11）Naveau は本仲裁裁定の特徴をrealism rather than legalism という言葉で説明している。Naveau, supra note 1,
p.46.
12）
「衡平」を重視した仲裁裁定の一例として、1998年のイタリア・コスタリカ借款事件仲裁裁定がある。同仲裁裁定
につき、拙稿「イタリア・コスタリカ借款事件仲裁判決」東京大学法科大学院ローレビュー6号（2011年）246-256頁。
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企業間紛争と仲裁・調停の基礎（下）

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

Ⅵ．終わりに
Ⅰ．はじめに
１

本稿の主題

２

国 際的な企業間紛争のスタンダードな
解決方法としての仲裁

Ⅳ．手続開始・遂行段階

３

紛争解決方法の種類

手続開始・遂行段階において当事者となる企業

４

国際仲裁手続の全体像

が考えるべきことを適宜指摘しつつ、仲裁手続の

５

仲裁手続の非公開の意義

概略を説明する。

６

被 申立人が仲裁手続に事実上参加しな
１．仲裁手続の概要

い場合の取扱い
Ⅱ．契約締結段階

（1）仲裁手続に関する総論

１

仲裁合意の意義・効力

（a）大きな流れ

２

仲 裁条項のドラフティングにおける留
意点

申立書の提出とそれに対する答弁書の提出から始

３

問題となり得る仲裁条項

まり、仲裁人の選任が行われる。多くの場合、仲

４

調停合意の意義・効力

手続の流れはⅠ．
４で掲げた図も参照されたい。

裁 人 の 選 任 か ら 間 も な く、 手 続 会 合・ 準 備 会

Ⅲ．紛争発生段階

（procedural conference）あるいは事件運営会合

１

紛争解決方法の選択に関わる要素

（case management conference）が開かれ、手続全

２

紛争発生時の法務部門の対応事項

体のスケジュールや様々な手続的な取決めが行わ

３

国際仲裁に関わる暫定保全措置

れる。その後、当事者の主張書面の交換が行われ

（以上、前号）

る。仲裁の場合、日本の裁判のように主張書面の

（以下、本号）

交換が4回、5回と続くということはなく、1往復

Ⅳ．手続開始・遂行段階

半かせいぜい2往復程度である。主張書面の交換

１．仲裁手続の概要

後、口頭審理が行われる。口頭審理が仲裁手続の

２．調停手続の概要

ハイライトであり、両当事者の弁論と証人や専門

３．仲裁と調停のハイブリッドの手続

家証人の尋問・質問が行われる。口頭審理の終了

４．仲裁・調停の費用と時間

後、仲裁人合議、仲裁判断へと進む。

Ⅴ．手続終了後の段階

上記の流れの初期の段階で、当事者が仲裁廷に
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よる暫定的保全措置を求め、仲裁廷が審理・判断

（d）仲裁手続に関する準拠法

するプロセスが入ること、被申立人が仲裁廷の権

手続に関する準拠法は仲裁地の法であり、仲裁

限（裁判でいう管轄）を争い仲裁廷が審理・判断

地の仲裁法が適用される。ただし、仲裁機関の仲

するプロセスが入ることもある。

裁規則及び仲裁廷による手続命令が仲裁手続に関

（b）仲裁手続で使用する言語
仲裁合意の中に仲裁手続で使用する言語に関す
る合意があればそれに従い、合意がなければ仲裁

するルールを定め、これらに準拠して手続が進め
られることから、仲裁法が適用される場面は実際
には多くない。

廷が決定する。例えば、JCAAの商事仲裁規則11

実体準拠法（仲裁手続に係属している紛争に適

条は「仲裁廷は、言語を決定するに当り、仲裁合

用されるべき実体法）は、当事者が合意する法、

意を規定する契約書の言語、通訳及び翻訳の要否

それがない場合は当該紛争に最も密接に関係する

並びにその費用その他の関連する事情を考慮しな

国の法が適用される（仲裁法36条1項、2項）
。国

ければならない。
」
と定めている。
国際仲裁の場合、

際仲裁では仲裁人の国籍国以外の国の法律が実体

仲裁手続で使用する言語は英語が主流である。

準拠法となることも多い。当事者が法律について

（c）仲裁手続の進め方

の資料（法律や判例、法律意見書）を証拠として

仲裁廷は仲裁法及び仲裁機関の規則に従って手

提出する、又は、法律専門家に専門家証人（legal

続を進めるが、細かな運用については、仲裁人や

expert witness）として口頭審理で意見を陳述さ

代理人の本国（特に仲裁人の本国）の民事訴訟手

せて、適用される実体準拠法の認識根拠とするこ

続の進め方に影響される面がある。コモンロー系

とが一般に行われている。また、3人の仲裁人の

の法律家と大陸法系の法律家ではアプローチがか

うちの一部が実体準拠法の国の法律家である場合

なり異なることもある。
ただ、近年では一定のスタンダードが形成され
つつあり、仲裁人が誰になるかによる手続の進め

（このような場合の方が多い）、その仲裁人が他の
仲裁人に対して実体準拠法について補助すること
もある。

方の相違は小さくなってきている。例えば、証拠
規則につき、国際法曹協会（International Bar

（2）仲裁手続に関する各論

Association＝IBA）が採択した証拠規則（IBA

（a）仲裁人選任の重要性とその実際

Rules for Taking Evidence）を参照する手続が多

仲裁人の人数も当事者の合意で決めることがで

くなっていることが挙げられる（明示的に参照し

きる。実務上、仲裁人の数を3人とすることが圧

ていなくとも、証拠開示の許否の判断で同規則に

倒的に多い。その場合、各当事者が1名仲裁人を

準拠して判断することは多い）
。同規則はコモン

選任でき、当事者に選任された仲裁人が残りの1

ロー系と大陸法系の法律家の協議を経て作成され

人の仲裁人を合意で選ぶことになる（当事者に選

ており、いずれにも偏らない内容であると言われ

任された仲裁人間で合意できない場合には仲裁機

ている。

関が選ぶとする仲裁規則が多い）
。最後に選任さ

仲裁手続は当事者の合意で手続の進め方をある

れる仲裁人を第三仲裁人という。

程度柔軟に決めることができるが、仲裁廷も広範

当事者選任の仲裁人も、あくまで独立・不偏の

な 裁 量 を 有 し て お り、 手 続 命 令（procedural

判断者であり、当事者の代理人ではない。第三仲

order）を発令し、その中で手続的事項を定めて

裁人は、仲裁廷の長となり、仲裁手続を指揮し、

進行を整理する。最初に発せられる第一手続命令

多くの場合、仲裁判断書の第一ドラフトを作成す

（procedural order No. 1）は仲裁手続の準則を定

る。したがって、第三仲裁人に誰を選ぶかは重要

める重要な手続合意・指示である。仲裁廷は、多

である。当事者選任の仲裁人が第三仲裁人を選ぶ

くの場合、両当事者の意見を聞いた上で第一手続

過程で自分を選任した当事者から意見を聴取する

命令の内容を決定する。

ことが相当数の事案で行われている。仲裁機関を

18
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通じて各当事者から意見を聴取する等の方法が採
用されることもある。
各仲裁機関が仲裁人候補者の名簿を用意してお

る（仲裁法23条5項）。
（c）証拠開示手続
主張する事実の立証に必要な証拠を当事者自身

り、当事者が仲裁人を探す際には参考になる。例

が準備して仲裁廷に提出することが原則である。

えば、JCAAは、日本国籍及び外国籍の仲裁人候

そのような証拠（多くの場合は文書）が相手方の

補者のリストを公表するとともに、各候補者の

管理下にあると思われる場合、証拠開示を求める

JCAAでの仲裁経験を開示している。それ以上の

ことができるかという問題がある。この問題も

情報に関しては、国際仲裁案件の経験を有する紛

ケースバイケースであるが、上述のIBA証拠規則

争解決に詳しい代理人に相談し、事案に応じた具

に基づいて、又は同規則を参考にして、証拠開示

体的な助言を得るとよい。

が行われることも多い。

当事者選任の仲裁人を選ぶ際、仲裁人候補者に

仲裁機関の仲裁規則が証拠開示について定めて

対してインタビューを行うこともある。仲裁人候

いることもある。例えば、JCAAの商事仲裁規則

補者の事務所を訪問して面談する、電話又はウェ

は「仲裁廷は、当事者の書面による申立て又は職

ブ会議でインタビューすることが多い。仲裁人候

権により、一方の当事者の所持する文書の取調べ

補者を自社に呼んで面談することも考えられる

の必要があると認めるときは、その当事者の意見

が、
実例は少ないと思われる。インタビューでは、

を聴いた上で、提出を拒む正当な理由があると仲

利益相反の有無の他、仲裁人としての経験や弁護

裁廷が認める場合を除き、その提出を命じること

士としての専門分野・取扱分野を質問することが

ができる。」（54条4項）と定めている。

多い。事案の概要を説明することもあるが、仲裁

開示義務の存否及びその義務の範囲について争

人候補者に対してその案件についての評価を質問

いがある場合、義務の存否及びその範囲を仲裁廷

することは不適当である（質問したとしても、当

が判断することになる。判断の際には、対象とな

事者選任の仲裁人も独立・不偏の判断者であるの

る文書が存在しているか、証拠としての関連性が

で、答えられないと言われるだろう）
。

あるか、開示拒否事由（弁護士との法的助言を求

（b）仲裁廷の権限が争われる場合
仲裁廷の権限の有無は管轄の問題であり、入り

めるための通信等）に該当するか等が問題となる。
証拠開示を要求された場合、要求された当事者

口段階での争いである。仲裁合意が無効である、

は、その文書が存在するか、どのような内容の文

当該紛争が仲裁合意の対象に含まれない、被申立

書か、開示を拒否する事由がないかを、代理人と

人が仲裁合意の当事者ではない（仲裁合意の当事

協議をして判断し必要な意見を述べる等の対応を

者である会社の役員や子会社・親会社が一緒に被

しなければならず、要求の対象となる文書の分量

申立人として申立てを受ける場合によく問題とな

によっては大変な作業となる。

る）、仲裁合意が含まれる契約全体が無効又は解

（d）段階を分けた手続（bifurcation）

除された等、様々な理由で、仲裁廷に仲裁権限が

仲裁廷が段階を分けて仲裁手続を進行すること

ないという争いが被申立人から提起されることが

もある。例えば、契約違反に基づいて損害賠償が

ある。

請求される場合、責任（liability）の有無の問題（契

仲裁法上、仲裁廷の権限の争いを先決問題とし

約違反があったかどうかの問題）と損害賠償額の

て審理・判断することは要求されていないが、多

算定の問題（契約違反があった場合にそれと因果

くの仲裁廷は、特に仲裁廷の権限を争う被申立人

関係のある損害を金額で算定する問題）に手続の

が求める場合は、先決問題として審理し仲裁判断

段階を分ける進め方である。具体的には、最初に

前の独立の決定として判断を示している。仲裁判

責任の有無の問題について審理・判断し、責任あ

断前の決定として仲裁廷の権限の判断が示された

りとなった場合に次の損害賠償額の算定の問題を

場合、当事者は裁判所に審査を求めることができ

審理・判断する。
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必ずこのような進め方をしなければならない訳

制定し、その規則の中では証人尋問の事項を絞り

ではなく、仲裁廷は当事者の意向も踏まえた上で

込むための争点整理を行い、その結果を当事者に

手続を指揮する。段階を分けた手続を行った方が

示すことを織り込んでいる。上述の意味での争点

効率的か、仲裁手続全体の時間が短くなるかは、

整理に近いものとなることが期待されているが、

ケースバイケースである。責任なしと判断された

この規則に基づく仲裁手続又は同様の実務が定着

場合、損害賠償額の算定に関する審理を行わなく

するかは今後のJCAAの同規則の下での仲裁実務

てよいので、その点で無駄がないと言える。他方、

の運用次第である。

責任ありと判断された場合、責任の有無について

争点整理は、口頭審理における証人尋問や弁論

の主張書面・証拠の交換、口頭審理、及び仲裁廷

を焦点が絞られたものとし、手続の迅速化・効率

の決定を経た後、さらに損害賠償額の算定につい

化に資することが期待されるものである。他方、

ての主張書面・証拠の交換、口頭審理、及び仲裁

争点整理のための手続を延々と行うと、かえって

判断というプロセスを経ることになるので、段階

手続の迅速化・効率化を阻害することにもなる。

を分けなかった場合に比べ、仲裁手続全体にかか

争点整理のあり方は重要な実務の検討課題である。

る時間が長くなることもある。段階を分けた手続
を採用する場合は、各段階における迅速な進行へ
の両当事者の協力がより一層求められると言える。
（e）仲裁手続における争点整理

（f）口頭審理での証人尋問
口頭審理につき、尋問の対象となる証人は陳述
書（witness statement）を作成し、口頭審理前に
提出する。口頭審理では、いわゆる主尋問は省略

争点整理とは、判断者が当事者の主張を比べて

し、又はごく簡単に行い、反対尋問に多くの時間

争いのない部分と争いのある部分（争点）に分け、

を費やす。この点を除けば、証人尋問は裁判とほ

争いのある部分については争点間の論理的関係を

ぼ同じである。

整理し、さらにどのような文書の証拠があるかも

当事者企業としては、企業内の証人となるべき

整理し、証人尋問で立証する主題を絞り込むこと

者の選定、当人の陳述書の作成、証人尋問のリハー

である。このような意味での争点整理が国際仲裁

サルを口頭審理前に行い、本番の口頭審理に臨む

で行われるかはケースバイケースである。筆者が

こととなる。相手方代理人の反対尋問にさらされ

経験した国際仲裁では、両当事者が主張書面と文

る証人尋問はかなりのストレスになり得るので、

書の証拠及び証人の陳述書を交換するだけで、口

対象者の性格等も踏まえて準備を行う必要がある。

頭審理前には特に何の整理もせず、証人尋問は各

（g）和解の可能性

当事者が立証したい事項全てにわたって尋問が行

当事者企業としては、紛争が発生した場合、仲

われた事案もあった。他方、仲裁人がある程度主

裁合意があっても、当事者間での交渉で解決でき

張整理を書面で示した上で手続を進めていた事案

ないか、又は調停等他の方法で解決できないかを

もあった。

検討することになる。この点は、仲裁手続が開始

付託事項書（terms of reference）の作成が争
点整理に相当するのではないかという質問を受け

した以降も同様ではあるが、費用対効果及びリス
クを考える必要がある。

ることがあるが、具体的案件における付託事項書

仲裁手続の初期段階で和解が成立する案件は相

の内容による。JCAAの仲裁手続でもICCの仲裁

当数ある。この段階では、仲裁手続自体にそれほ

手続でも、多くの場合、付託事項書は仲裁手続の

どの費用をかけておらず、敗訴のリスクも踏まえ、

初期の段階（申立書と答弁書を提出した段階）で

その後の手続に要するコストをセーブできるとい

作成されるので、その段階で作成される付託事項

う意味でお互いに和解のメリットがあることが理

書は、紛争対象を特定する程度の意味しかないこ

由と思われる。仲裁手続が進んで口頭審理に至る

とが多く、上述の争点整理とは異なる。JCAAで

と、お互いにかなりの費用をかけているので、後

は2019年1月施行のインタラクティヴ仲裁規則を

には引けなくなることも多く、この段階で和解が
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成立する案件はあまり多くない。もっとも、敗訴

ステム等を用いてリモートで参加する形式での口

のリスクが明らかになっている、さらに仲裁手続

頭審理や手続会合が実施されている。全員が別々

を維持する負担が大きいと感じている場合（この

の場所からリモート参加するものから、大部分の

後にかかる費用は、口頭審理後の最終書面の作成

者は審問施設に集まり一部の者だけウェブ会議で

の代理人報酬と仲裁人の評議及び仲裁判断書作成

参加するというものまで、さまざまな形式がある。

に要する仲裁人報酬くらいである）等には和解の

このリモート審問について、物的施設面、通信

成立もあり得ると思われる。段階を分けた手続の

環境面等のロジスティック面のほか、規則や手続

場合、第一段階の判断が出た時点で勝敗がある程

合意・手続命令の観点での様々な実務の積み重ね

度見えるので、その判断が和解への契機となるこ

が現在行われている。口頭審理の証人尋問をリ

ともあるだろう。

モートでどのように適正かつ円滑に行うかが特に

仲裁人自身が和解の仲介をするかどうかは様々

課題となっている。新型コロナウィスル蔓延の問

な考え方がある。コモンロー系の仲裁人は少なく

題が解消しても、仲裁のやり方は完全には戻らな

とも自分から和解は打診しない傾向にあると思わ

いかも知れず、仲裁業界全体が現在直面している

れる。これに対して、日本をはじめ大陸法系の仲

実務上の課題として認識しておく必要がある。

裁人は和解を打診することもある。仲裁人が和解
を打診するかという点は当事者及び代理人の意向
や属性にも左右される。例えば、大陸法系の仲裁

２．調停手続の概要
（1）大まかな流れ

人でも、当事者・代理人がコモンロー系である場

調停にも機関調停とアドホック調停がある。機

合には、積極的に和解の打診をすることはためら

関調停の場合、手続は機関規則に従って行われる。

われるということはあるであろう。

アドホック調停の場合、手続は当事者がその都度

当事者となる企業としては、仲裁手続開始前、

合意するか、又は選任された調停人が定める。

仲裁手続開始後の初期段階、口頭審理前の段階で

各調停機関の調停規則を前提とすると、調停手

和解の可能性を検討し、代理人と話し合うことに

続は、当事者が申立書・答弁書（応答書）を提出

なると思われる。なお、JCAAのインタラクティ

し、その後調停人を選任し、調停期日を開いて和

ヴ仲裁規則では、仲裁廷が心証開示を行うことに

解交渉を当事者間で行う、又は調停人が和解案を

なっており、仲裁廷の心証開示がきっかけとなっ

提示するという流れで進行することが多い。調停

て当事者間の和解交渉が行われることもあり得る

期日前に書面の交換を何回か行う事案もある。

だろう。
（h）コロナ下での仲裁手続
国際仲裁は、特にそのハイライトである口頭審

（2）調停人選任
調停人は調停機関の規則に従って選任される。

理は、当事者、代理人、仲裁人が複数の国から国

例えば、JCAAの商事調停規則では、調停人が1

境をまたいで移動し1カ所に集まって手続を行う

人の場合、当事者の合意により調停人を選任し、

ことがスタンダードであった。しかし、新型コロ

合意ができなければJCAAが選任、調停人が2人

ナウィスル蔓延のため、国境を越えた人の移動が

の場合、各当事者が1人ずつ選任、調停人が3人

できず、また多くの人が集まるということも避け

の場合、各当事者1人ずつ選任し、当事者選任の

られる傾向にあり、このようなスタンダードな方

調停人が第三調停人を合意で選任（合意できなけ

法では手続が行えなくなっている。

ればJCAAが選任）する（同規則17条）。

JCAAやICCをはじめ多くの仲裁機関で、リ
モート審問（ウェブ審問、ヴァーチャル審問とも

（3）調停の手法

呼ばれる）
、すなわち当事者、代理人、仲裁人が

調停の手法として評価型と自主交渉援助型があ

物理的に一堂に会するのではなく、ウェブ会議シ

る。評価型とは、調停人が当該紛争について法的
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評価を行った上で和解案を示す、又は当事者間の

（1）費用

交渉を法的に整理するという手法である。自主交

仲裁に関する費用は、管理費用（仲裁機関の費

渉援助型とは、あくまで当事者間の自主的な交渉

用）、仲裁人報酬、及び代理人等の報酬・費用（当

による解決を目指し、調停人はそのサポートを行

事者が選任する専門家証人の費用を含む）に分か

うことに徹するというものである。実際には、紛

れる。管理費用と仲裁人報酬の金額・算定方法は

争の性質により、また当事者の意向により、これ

仲裁規則で定められており、これらの費用は両当

らの手法をミックスしたやり方で行われることが

事者が仲裁機関に対して支払う。代理人等の報酬・

多いと思われる。

費用は各当事者がそれぞれの代理人に支払う。多

調停は、通常の二当事者間の紛争でも用いられ

くの仲裁機関の規則では、管理費用、仲裁人報酬

るが、当事者企業・関係する企業が数社あり、複

に加え、代理人等の報酬・費用も最終的な費用分

雑・大規模な紛争になっている場合にも使われる。

担の対象とされていること、及び、これも多くの

そのような場合、仲裁や裁判で徹底的に争うと、

案件において、代理人等の報酬・費用の大部分が

互いに費用倒れになる、又はいつまでたっても紛

負けた当事者の負担になる（＝償還を命じられる）

争が解決しないという事態に陥りがちであるとこ

ことには注意が必要である。

ろ、調停によると柔軟な解決が実現できる可能性
があるからである。

国際仲裁の場合、管理費用（紛争額に応じて決
まることが多い）
、仲裁人報酬（タイムチャージ
のこともあれば、紛争額に応じて定額であること

３．仲裁と調停のハイブリッドの手続

も、両方を組み合わせた方法で計算されることも

仲裁と調停のハイブリッドの手続もある。調停

ある）も相当の金額になることが多いが、代理人

手続を先に行い、調停手続で解決しなければ仲裁

等の報酬・費用はそれらよりはるかに大きな金額

手続に移るというものである。このハイブリッド

となることが多い。1億円を超えることも珍しく

の手続には、仲裁合意と仲裁手続の前に調停手続

なく、大型の案件になると代理人等の報酬・費用

を経る旨の合意に従って調停手続から仲裁手続へ

だけで10億円を超えることもある。

と進む場合と、調停が不成立となった段階で仲裁

係争額が数千万円といった規模の案件では費用

合意を締結することにより仲裁手続に進む場合が

倒れになる可能性も十分ある。JCAAでは係争額

ある。これらはMed-Arbと呼ばれる。次に、仲裁

5000万円以内の事件につき、仲裁人1人、原則と

手続を行っている間に調停手続を試し、調停手続

して仲裁人選任から3カ月以内に仲裁判断を出す

により和解が成立すれば仲裁手続も終了し、調停

という迅速仲裁手続を定めているが、これは仲裁

不調の場合にはその段階で仲裁手続に戻るという

手続を簡易かつ短期にすることで費用を抑えるこ

手続もある。これらはArb-Med-Arbと呼ばれる。

とを企図するものである。

さらに「ハイブリッド」とは言い難いかも知れ
ないが、仲裁や裁判の係属中に、それと並行して
別途調停を行う方法もある。

（2）時間
迅速な仲裁手続の進行は仲裁廷の使命ではある
が、当事者に主張や立証を尽くさせなければなら

４．仲裁・調停の費用と時間
本稿において仲裁だけでなく調停を取り上げ、

ず、仲裁廷がどれだけ迅速に手続を進めようとし
ても、当事者の協力がないと迅速には進まない。

さらにはハイブリッドの手続に言及した理由は、

大型の案件、複雑な案件、証拠開示手続を数カ月

仲裁、特に国際仲裁は費用と時間がかかるという

にわたって行わなければならない案件、仲裁廷の

問題があるからである。

権限が争われる案件、暫定的保全措置が求められ、

以下、紛争解決手続の費用と時間について仲裁
を中心に説明する。
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上の時間を要することもある。

か、証人をどれだけ立てるか等、費用と時間に関
係する要素は数多くあり、これらを代理人任せに

（3）国際仲裁の訴訟化現象

せず、費用対効果に関するフィードバックを得て、

国際仲裁の訴訟化現象とは、迅速かつ柔軟で

効率的かつ効果的に手続が進められているかを常

あった仲裁手続が、当事者及びその代理人が全て

に確認すべきである。代理人が効果的な主張・立

の争点について逐一争って攻撃防御
（主張や立証）

証を行うためには準備が必要であるので、やみく

を尽くし、仲裁廷も仲裁判断取消しを恐れて当事

もに代理人に対して費用と時間を抑えることを要

者の攻撃防御を整理・制限しない傾向により、訴

求することを推奨するものではなく、要は費用対

訟並みあるいは訴訟以上に厳格、重厚な手続と

効果に関する代理人とのコミュニケーションを十

なってしまっている状況を表現するものである。

分に行うことが重要であるということである。

双方の当事者が複数の法律事務所に依頼し、

第2に、当事者間の交渉による和解又は調停に

10人以上の代理人をつけて争い、当事者の膨大

よる解決も検討すべきである。この検討は、紛争

な攻撃防御に伴って仲裁人の対応も膨大なものと

発生段階だけでなく手続遂行中にも、節目毎に行

なる案件も散見される。このような案件の場合、

うべきである。この点についても代理人との協議

仲裁手続にかかる時間も長くなり、それにともな

が必要である。また、仲裁手続を担当している代

い費用も増大する。この場合の費用の大部分は代

理人の事務所は仲裁手続の続行に一定の利害を

理人等の報酬・費用である。

持っているとも言えるので、その代理人の事務所

裁判も費用と時間がかかり（特に代理人等の報

とは別の事務所に他の紛争解決方法の利用の可能

酬・費用は国際仲裁の場合と同程度である）
、自

性に関してセカンドオピニオンを求めることも案

国とは法制度・法的手続が異なること、相手の国

件によってはあってよい。

に出向かなければならないこと、相手の国の裁判

第3に、仲裁合意や紛争解決手段の合意の内容

所で手続を行わなければならないということ、裁

を慎重に検討すべきである。仲裁地や仲裁機関と

判には上訴があること等を考慮すると、やはり一

してどこを選ぶかという点もそうであるが、仲裁

般には仲裁が選択されることになるが、国際仲裁

合意がきちんと書かれているかという点も決して

には相当な費用と時間がかかることを当事者とな

おろそかにしてはならない。仲裁合意が不明確で

る企業としては理解しておく必要がある。

あるために、仲裁合意の有効性や効力の範囲が問

もっとも、それでも、外国で訴訟（最悪の場合

題となり、仲裁手続が複雑なものになってしまう、

複数の国で訴訟）を行い、最終審まで手続を遂行

又は、仲裁と裁判が両方係属する事態を招いてし

しなければならないことに比べれば、国際仲裁の

まうこともある。紛争解決条項は準拠法条項とと

方が費用も時間も節約できる場合が多いであろう。

もに契約交渉の終盤で取り扱われることが多い
が、これらの条項の良し悪しが紛争解決に要する

（4）国際仲裁の費用・時間を抑えるための留意点
国際仲裁に相当な費用・時間がかかることから、

費用と時間に影響を及ぼすことを理解しておく必
要がある。

当事者となる企業はあらゆる局面で費用・時間を
念頭に置かなければならない。仲裁人・代理人と
しての経験から、国際仲裁に関する費用・時間を

Ⅴ．手続終了後の段階

抑えるための留意点を指摘する。

仲裁手続・調停手続終了後どのようなことが控

第1に、手続遂行過程において、代理人から費
用対効果に関するフィードバックを得るべきであ

えているか、注意点はどういうところにあるかを
簡潔に指摘する。

る。手続に関与する代理人の数（バックで関与す

仲裁判断書を受領した際には、勝ち負けにかか

る弁護士の数も含め）
、証拠開示を求めるかどう

わらず、その内容をよく確認する必要がある。仲
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裁判断で支払いが命じられている金額の計算が明
らかに間違っていること等も時々見受けられる。

とが可能である（仲裁法46条）。
調停が成立しなかった場合、次なる解決手段を

その場合、仲裁判断訂正の申立てを一定期間内に

検討する必要がある。仲裁合意があれば仲裁申立

すれば、仲裁廷が修正に応じることが多いので、

てを、それがない場合には訴訟提起を検討するこ

仲裁判断書の内容の確認を怠らないことは重要で

とになることが通常である。相対交渉による解決

ある。

の道も常に残されてはいるが、第三者を介した調

仲裁判断や調停での和解の履行の方法を協議す

停で解決できなかった場合、法的手続を用いるこ

る必要がある場合もある。金銭を支払うだけであ

となく当事者間の交渉で解決できる可能性は高く

ればそれほど複雑ではないが、
物の引渡等の場合、

ないと思われる。

当事者間で履行方法をさらに細かく協議する必要
があることも多い。
仲裁判断の取消しを検討する場合もある。一定

Ⅵ．終わりに

の理由があれば仲裁判断を裁判所で取り消すこと

仲裁及び調停という手続自体は弁護士等専門家

ができる。仲裁判断の取消しは仲裁判断書の通知

である代理人が遂行することになるが、当事者で

を受けた日から3カ月以内に申し立てる必要があ

ある企業においても、それぞれの手続の特質を理

る点には留意すべきである（仲裁法44条2項）。

解し、そのメリット、デメリット、限界、及び、

また、仲裁判断取消しの申立ては上訴ではなく、

コストをコントロールする方法をよく理解した上

取消事由は、仲裁合意が無効である、判断すべき

で、活用して欲しい。

事項を仲裁廷が判断しなかった、仲裁判断の内容

仲裁及び調停の利用を検討する場面に直面しな

が公序良俗に反する等に限られており、取消しが

いことが理想ではあるが、紛争に巻き込まれるリ

認められるケースは実際には少ない。

スクは常に存在する。紛争が生じた場合の備えと

仲裁判断に基づく強制執行を検討する場合もあ

して、本稿で説明した仲裁及び調停の概要を把握

る。相手方が仲裁判断の内容を任意に履行しない

するとともに、契約中の仲裁条項を含めた紛争解

場合、裁判所の執行決定を経て強制執行をするこ

決条項の検討の重要性を改めて認識して欲しい。
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和解あっせん実務上の諸問題研究（3）
和解あっせんの資料の他の手続での使用
手続実施者の選任・指名と利害関係情報

小島国際法律事務所

出井直樹

弁護士

Naoki Idei

ひかり総合法律事務所

九石拓也

弁護士

Takuya Sazarashi

九州大学法学研究院准教授

入江秀晃

Hideaki Irie

和解あっせんの資料の他の手続での使用
／出井直樹
1. 問題

の2の照会、文書送付嘱託、文書提出命令など）。
これらの問題について、法的にどのように整理
すべきか。また、手続実施者・ADR機関側でど
のように対応すべきか。

和解あっせん手続の内容、そこで当事者から提
出された資料や情報、手続実施者が示した見解、
成立した和解の内容等を、和解あっせん手続終了
後、あるいはまれではあるが和解あっせん手続中

2. 考え方
（1）手続実施者・機関と当事者は別に考えるべき
こと

に、裁判等他の法的手続で使用することが問題と

手続実施者・機関と当事者は別に考えなければ

なることがある。さまざまな場合がある。例えば

ならない。別項1）で検討したように、手続実施者・

以下のようなものである：

機関は厳格な守秘義務を負っているのに対し、当

1. 和 解あっせん手続で当事者が提出した資料を

事者は別段の合意がない限り（あるいは機関規則

相手方当事者が裁判で証拠として提出する。

で定めていない限り）一般的には和解あっせん手

2. 和 解あっせん手続で当事者が述べたことにつ
いて、裁判で援用して主張される、あるいは
その内容について証言を求められる。

続の内容について守秘義務を負わないからである。
（2）当事者
従って、当事者については、守秘義務合意ある

3. 和 解あっせん手続で手続実施者が述べたこと

いはいわゆるwithout prejudice合意2）をしていない

や手続実施者が示した見解について、当事者

限り、和解あっせん手続で自分が提出した資料は

が裁判で援用して主張する、あるいは手続実

もちろん相手方が提出した資料についても、裁判

施者がその内容について証言を求められる。

等で証拠として提出することができるし、和解あっ

4. 和 解あっせん手続で当事者が提出した資料や

せん手続中に自分、相手方さらには手続実施者が

手続実施者の意見書など当事者も所持してい

述べたことに基づいて裁判で主張を構成し、
（一部

るものについて、あるいは期日調書等ADR機

は伝聞にはなるが）証言することができる。また、

関にしかないものについて、当事者又は当事

相手方当事者から証言を求めることもできる。

者以外から提出が求められる（弁護士法23条

当事者が守秘義務合意をしていた場合は、和解

1）出井直樹＝入江秀晃「和解あっせん実務上の諸問題研究（1）和解あっせんの当事者の守秘義務」JCAジャーナル
68巻1号（2021年）17-21頁。
2）和解交渉の過程でのやり取りを後に裁判等法的手続では主張せず、また証拠としないことの合意。
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あっせん手続で取得した資料を裁判等に証拠とし

（5）他の当事者が紛争の解決案を受諾する意思を

て提出しあるいはその内容を主張・証言すること

示したという事実」

が当事者間の守秘義務違反となり民事上の損害賠

と規定する。

償等の責任の問題となることはあるが、そのよう

また、同第3項は、
「当事者は、別段の合意がな

な合意があったがゆえに、裁判で主張が制限され

い限り、当事者間に係属した訴訟手続、仲裁手続

あるいは証拠能力を欠く・証言拒絶できるという

その他の類似の手続において、次の各号に掲げる

ことには直ちにはならないと考えられる。その守

書面その他の資料を、証拠として提出してはなら

秘義務合意が民事訴訟における証拠契約と解され

ず又はその開示を求めてはならない。

3）

るかどうかは、当事者の意思解釈の問題であるし 、

（1）前項各号に規定する事項を記載した書面その

またそのような証拠契約が民事訴訟法上有効かど
4）

うかという問題が残る 。

他の資料
（2）専ら調停手続における利用に供する目的で作

また、弁護士法23条の2の照会、文書送付嘱託、
文書提出命令、
証言等国法上義務を負う場合には、

成された書面その他の資料」
と規定する。

当事者間で守秘義務を合意していても、提出・提

第4項は、これらの規定の例外として、
「前二項

供を拒絶することができるかどうかはそれぞれの

の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

条文の規定及び解釈による。また、その義務に応

（1）和解合意の履行、執行又はその効力を争うた

じて提出・提供する場合は、守秘義務違反の違法

めに、前二項に規定する主張、供述、証言又

性が阻却されると解されるのが一般である。
なお、これらの点について、比較的詳細に規定

は証拠の提出が必要である場合
（2）前二項に規定する主張、供述、証言又は証拠

している調停機関の規則として日本商事仲裁協会
商事調停規則がある。参考になるので、
紹介する。

の提出が法令に基づき要求される場合」
と規定する。

同規則第24条（調停手続における当事者の主張

さらに、第5項は「いずれの当事者も、他の当

等の取扱い）である。同第2項において、
「当事者

事者が、開示を拒否することができる事項につい

は、別段の合意がない限り、当事者間に係属した

て、調停手続において主張、証言、供述又は文書

訴訟手続、
仲裁手続その他の類似の手続において、

の提出をした場合であっても、そのことのみを

次の各号に掲げる事項について主張し、供述し、

もって、他の当事者に対し、訴訟手続、仲裁手続

若しくは証言し又は証言若しくは供述を求めては

その他の類似の手続において、もはや当該事項の

ならない。

開示を拒否することができないと主張することは

（1）他の当事者が調停の申立てを打診した事実又
は他の当事者が調停手続に応諾したという
事実（調停手続が現に行われている又は既に

できない。」と規定する。
（3）手続実施者・機関
手続実施者・機関については、守秘義務を負っ

行われたという事実自体を含まない。
）

ているのであるから、少なくとも当事者あるいは

（2）調停手続において他の当事者が特定の事項に

第三者の要求に応じて任意にこれらの情報を提供

つき自白その他の陳述をしたという事実
（3）調停手続において他の当事者又は調停人によ
り提示された紛争の解決案
（4）前号に定める紛争の解決案に対して他の当事
者が表明した意見

することは許されない。
問題は、弁護士法23条の2の照会、文書送付嘱託、
文書提出命令、証言等国法上義務を負う場合であ
る。弁護士会仲裁センターあるいは弁護士が手続
実施者である場合は、弁護士の守秘権（弁護士法

3）いわゆるwithout prejudice合意については、当事者の意思は証拠契約であることは明確であろう。
4）民事訴訟法上証拠契約は自由心証主義を害しない限り有効と解されている（伊藤眞『民事訴訟法（第6版）』（有斐
閣、2018年）370～371頁。
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連載：和解あっせん実務上の諸問題研究（3）

23条）
、民事訴訟法上の証言拒絶権（民事訴訟法

なお、本研究会では、当事者が和解あっせん手

197条1項2号）
、文書提出拒絶権（民事誌商法220

続をどういう手続として認識しているかによっ

5）

条4号ハ）
等で拒絶できる 。現に二弁仲裁センター

て、当事者はもちろん、手続実施者の対応も異な

では、かつて裁判所からの文書送付嘱託について

るのではないか、評価型の和解あっせんか自主交

拒絶したことがある。しかし、弁護士でない手続

渉援助型の和解あっせんかによっても異なるので

実施者の場合は、そのような方途がない6）。

はないか（評価型の場合は、他の手続での使用を

なお、弁護士が手続実施者である場合は、証言

許容すべき場合も多いのではないかとの意見）
、

拒絶権や文書提出拒絶権を行使せず開示すること

当事者・代理人によっては、和解あっせんの場を

は弁護士としての守秘義務違反となることにも留

情報収集の場として利用する場合もあることを念

意する必要がある。

頭に置くべきではないか、等の意見が出された。
法整備がなされていない中、また現行法の解釈も

3. 実務上のポイント

定まっていない中、手続実施者・ADR機関として

第二東京弁護士会では、和解あっせん手続に関

は難しい対応を迫られることもある。手続の非公

する情報の当事者等からの情報開示請求について

開性、当事者のプライバシー等を考慮し、慎重な

は規則上の手当てをし、かつ応諾時に当事者の書

対応が求められる。手続実施者が示す見解や和解

面の了解を取っている。また、ハーグ条約手続に

案（特に書面で示す場合）
、それが他の手続で証

ついては、当事者の守秘義務合意と共にwithout

拠として当事者から提出される可能性もあること

prejudice合意も取っていることが多い。
「2. 考え

を念頭に置いておかなければならず、それを控え

方」で紹介した日本商事仲裁協会の商事調停規則

てほしい場合は、証拠としては使用しない旨の合

もwithout prejudice合意と解され、かつその合意

意を取っておく必要がある点留意すべきである。

の内容、射程（例外を含め）についても詳しく規
定しているものである。どこまで詳しく規定する
守秘義務が実際に守られるかどうか、守秘義務に

和解あっせんの資料の他の手続での使用
／入江秀晃

違反した場合にどのような救済を得られるか、

出井弁護士が論じられているとおり、日本法で

without prejudice合意等の証拠契約が有効と認め

はあっせん人の証言拒絶権は認められておらず、

られ尊重されるかについては、確固たる判例・実

和解あっせん手続内の話し合いの秘密性が裁判手

務の積み重ねが日本にはない。

続に対して確立しているわけではない。政策論と

かどうかは、各機関の判断であろう。もっとも、

民事訴訟、仲裁等他の手続での主張や証拠とし

しては、和解あっせん手続の秘密性の原則を確立

ての使用の法的問題点については、
「2. 考え方」

し、例外事由を具体的に明示することが望ましい

に記載したとおりであり、それらが制限されるか

と考えられる7）。ただし、こうした制度は日本に

どうかは最終的には当該手続の主宰者（民事訴訟

おいてまだ作られているわけではないため、現在

の場合は受訴裁判所、仲裁の場合は仲裁廷）の判

の法制度を前提としての、あっせん人としてのア

断となる。

プローチの検討が必要となる。

5）機関自身は、弁護士会を含め、弁護士ではないが、弁護士の事務を補助する立場にあるとして、弁護士の守秘権
や拒絶権を援用できる余地がある。
6）一般社団法人日本ADR協会2018年4月25日「ADR法制の改善に関する提言」は、調停に関する情報について手続
実施者及びADR事業者に守秘義務を規定するとともに、民事・刑事訴訟での証言拒絶や捜査機関等第三者からの照会
に対する回答拒絶を可能にするための根拠規定を整備すべきと提言する。
7）海外における立法例としては、米国の統一調停法（Uniform Mediation Act、2001年）4条～8条、EU調停指令（2008
年）7条、UNCITRAL国際商事調停モデル法（2018年）10条及び11条など。
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あっせん人としては、手続内での話し合いは、

リスクと便益を比較しつつ、中間的な成果物の活

すべて乗り降り自由で、暫定的なものであること

用を図っていく方法を探るべきであろう。あっせ

を当事者に理解を促しつつ進めるのが基本と考え

ん人としては、こうしたツールをいつでも使える

られる。必要に応じて、
「和解あっせんの当事者

準備をしつつ、当事者によっては利用を控え、そ

8）

の守秘義務」 で論じた当事者間の守秘義務契約

こで生じたひっかかりを対話の糸口にして新しい

を行いつつ、裁判等の他の手続利用のリスクに備

展開を探そうとするのが基本的態度と考えられる。

えるべきである。

この点も出井弁護士が指摘しているが、和解あっ

ただし、
当事者の手続利用の動機は様々であり、

せん手続が、中立人評価や意見書作成のニーズを引

和解あっせんの場を情報収集の場として利用する

き受けている現状がある。本来は、和解あっせん手

場合もありえるのも、出井弁護士の指摘の通りで

続とは別のリーガルサービスで、料金体系も異なっ

ある。ADR機関側も、相手方への手続参加を呼

ていてもよいと言えるが、実際問題として、あっせ

びかける応諾要請の場面において、申立人の出方

ん人が後の手続での有力な資料となることを意識し

を見る程度でも構わない、いつでも離脱できると

て意見書を作成する場合がある。このような場合に

説明する場合も少なくない。ただし、
このことが、

は、当該意見書を各当事者が任意で他の手続に活用

相手当事者の言質をとって裁判手続等に活用しよ

できることを確認すべきと言えるだろう。

うという当事者の態度を誘発しているようであれ
ば、あっせん人としては当事者に手続の本来の目
的を説明し、理解を確認する必要も出てくる。つ
まり、あっせん手続を利用することで、相手当事
者の出方を見ることができるのは、当事者にとっ

手続実施者の選任・指名と利害関係情報
／九石拓也
1. 問題

てのメリットではあるが、それは自らの意思決定

和解あっせんの手続実施者（あっせん人）の選

に活用するという意味であって、裁判手続の証拠

任・指名の際、手続実施者と当事者等との利害関

に活用するという趣旨ではない点を確認して、手

係に関する情報の開示について、どのように考え

続を進めるべきであろう。そもそも、裁判官が和

るか。開示の要否、開示を要する事項、開示の手

解あっせん手続中の発言を重視する保証はどこに

続等が問題となる。

もない。しかし、当事者の一部は、秘密録音を試
みる場合もあり、あっせん人はこうした活動を排
除すべきである。

2. 考え方
（1）関連法令等の規律

和解あっせん手続においては、あっせん人が、

仲裁に関して、仲裁法が仲裁人の「自己の公正

ホワイトボードやイーゼルパッドのような視覚的

性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事

な共有物を活用することは、あっせん人のスキル

実」の開示義務を定めている（18条3項4項）の

としては一般に有用ではあるが、リスクはある。

に対して、和解あっせんの手続実施者については、

そのリスクは、他の手続で利用される可能性とい

利害関係情報の開示に関する直接の法令の規律は

うだけでなく、当該手続内においても、暫定的な

ない9）。

合意が次回期日で蒸し返されてそのことが当事者

また、弁護士職務基本規程では、職務を行い得

間の不信感を招く可能性も含む。しかし、こうし

ない事件のひとつとして、
「和解斡旋…の手続実

たリスクがあるから使えないということではなく、

施者として取り扱った事件」を定めるが（27条5

8）出井＝入江・前掲注1）17-21頁。
9）なお、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律6条3号は、手続実施者が紛争当事者と利害関係を有するこ
と等、紛争解決手続の公正な実施を妨げるおそれのある事由がある場合の排除方法の定めがあることを、認証の基準
に挙げる。
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号）、和解あっせんの手続実施者の利害関係情報

情報開示書」があり、除斥事由に該当する事由の

の開示自体に関する規定はない。

ほか、当事者との別件での関係、当事者やその代

弁護士会が設置するADR機関では、弁護士会
の会則で、ADR機関の設置、運営、手続等につ

理人との交友関係、当事者との継続的取引関係等
を開示事項と定めている（後掲資料1、2参照）
。

いて定めている。二弁仲裁センターの規則では、
あっせん人及び仲裁人についての除斥に関する規
10）

定 、仲裁人についての忌避及び利害関係情報開

（3）基本的な考え方
あ っ せ ん 人 の 利 害 関 係 情 報 開 示 に つ い て、

示の規定11） を設けているが、あっせん人の利害

ADR機関の規則の定め、所定の利害関係情報開

関係情報の開示に関する定めはない。もっとも、

示書等がある場合は、それに従って行うことにな

一部の弁護士会では、あっせん人についても利害

るが、二弁仲裁センターの医療ADR以外の一般

12）

関係情報の開示義務を規則化している 。

の和解あっせん事件のように、規則、書式の定め

なお、原子力損害の賠償に関する法律に基づき

がない場合、利益相反や除斥事由には該当しない

設置される原子力損害賠償紛争解決センターで

利害関係情報の開示については、個々のあっせん

は、和解あっせんの手続実施者である仲介委員に

人の判断に委ねられていると考えられる。

ついて、利害関係情報の開示義務を規則化してい
る13）。また、日本商事仲裁協会（JCAA）・商事
調停規則でも調停人の利害関係情報の開示義務が
定められており14）、ADR機関によっても取扱い
が異なる。

3. 実務上のポイント
（1）開示の目的をどうとらえるか
法令、職務基本規程、弁護士会の会則上（一部
の会を除く）
、あっせん人の利害関係情報開示義
務は規定されていない。その上で、あっせん人と

（2）二弁仲裁センターでの取扱い

して開示すべき事項、調査の範囲、開示の手続等

上記のとおり、二弁仲裁センターにおいては、
規則上、あっせん人について利害関係情報の開示
に関する規定はない。

を検討するにあたり、そもそも開示の目的をどう
とらえるかが問題となる。
仲裁人については、当事者に、忌避事由となりう

もっとも、同センターの手続の指針となる仲裁

る事情があるかどうかを判断し、仲裁人に選任する

実務マニュアルでは、
「選任されたあっせん人・仲

かどうか（選任前）
、仲裁人を忌避するかどうか（選

裁人を仲裁センターが指名するに際しては、利益

任後）の判断材料を提供する意味がある16）17）。

相反や除斥事由の有無を確認してもらうため、仲

他方、二弁仲裁センターのように忌避制度を設け

15）

裁人候補者の意向を確認すること」としている 。

ていないあっせん人については、これは当てはま

また、一般の和解あっせん事件のあっせん人に

らない。仲裁手続と和解あっせん手続には、手続

ついては、利害関係情報開示に関する所定の書式

離脱の自由の有無にも違いがあるが、手続実施者

はないが、医療ADRのあっせん人及び仲裁事件

の公正性、独立性等の要請に大きな違いはないよ

の仲裁人については、それぞれ所定の「利害関係

うにも考えられる。

10）二弁・仲裁手続及び和解あっせん手続細則7条2項。
11）二弁・仲裁手続及び和解あっせん手続細則8条、10条。
12）例えば認証事業者である愛知県弁護士会紛争解決センター運営規則48条2項3項。
13）原子力損害賠償紛争解決センター和解仲介業務規程21条、17条。
14）JCAA商事調停規則15条2項等。
15）7訂版・21頁https://niben.jp/soudan/pdf/adr_manual201709.pdf
16）二弁・仲裁手続及び和解あっせん手続細則8条。
17）近藤昌昭ほか『仲裁法コンメンタール』（商事法務、2003）79頁。
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あっせん人の利害関係情報の開示は、あっせん

（資料1）二弁・仲裁人・利害関係情報開示書

人に対する信頼を基礎とする和解あっせん手続に
おける、当事者から見た手続実施者の不偏性・独

利害関係情報開示書

立性・公平性の担保、手続の透明性の確保が目的

私は、頭書仲裁事件について、私が現在認識・

となるであろう。また、選任段階であれば、機関

記憶するところでは、以下のとおりであるこ

があっせん人を選任する際の参考情報ともなる。

とを表明します。
１

（2）開示すべき事項

頭書事件について、私は下記事由のいず

れにも該当しません。

利益相反や除斥事由に該当する事実がある場合
に、それらを開示し、あるいは受任を回避すべき

（1）～（6） ※省略
（7）事 件の当事者の役員、法務担当者又は事

は当然として、利害関係情報の開示に関する定め
のない機関において、それら以外に開示すべき事

件に関係する職員である又はあった。
（8）事件について仲裁手続外で相談又は情報

実があるか、どのような事実を開示すべきかは、

の提供を受けた。

開示の目的等に照らし判断することになる。二弁

２

※省略

仲裁センターの仲裁人については所定の利害関係

３

本件当事者（申立人又は相手方）が当事

情報開示書があり、医療ADRのあっせん人につ

者になっている他の事件（以下「別件」という。）

いても利害関係情報開示書の書式が定められてお

について、私は下記事由のいずれにも該当し

り、各書式の項目が参考になる。
開示すべき利害関係情報について、選任段階で
あっせん人が認識していれば開示すべきことにな

ません。
（1）別件の当事者である。
（2）別 件について、本件当事者の代理人であ

るが、さらに利害関係の有無をどこまで調査すべ
きか、選任後に事情が生じた場合、事情が判明し

る又はあった。
（3）別 件について、本件当事者の相手方の代

た場合はどうすべきかも問題となる18）。

理人である又はあった。
４

（3）開示の手続

その他下記事項のいずれにも該当いたし

ません。

開示すべき利害関係情報がある場合の開示の手続
は、規則の定め、所定の利害関係情報開示書があれ

（1）当事者の友人である。
（2）当 事者の代理人と委嘱を辞退する程度に

ばそれに従うことになるが、それらは、規則等に定

親しい友人関係にある。

めがない場合の手続においても参考となる。開示は

（3）仲 裁人または仲裁人が所属する事務所と

誰に対して行われるべきか、当事者か機関かは、開

当事者が継続的な取引関係（例えば、賃

示の目的とも関わる。当事者への必要な情報の開示

貸借関係）にある。

とともに、選任段階では機関による選任が適切に行

（4）当事者である法人の大株主である。

われるように機関に対する開示も要請されよう19）。

（5）一方当事者と報酬の合意をしている。
（6）当事者またはその法定代理人・任意代理人
と敵対関係または対立する利害関係にある。
（7）対 価を得て一方当事者のために法律相談
をしたことがある。

18）JCAA商事調停規則15条4項は、調停手続進行中の調査義務、事実が判明した場合の当事者及び機関に対する開
示義務を規定する。
19）JCAA商事調停規則15条2～4項参照。
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（8）一 方当事者の代理人が同じ法律事務所に

がある。

所属しまたは過去所属していた。

□ （4）事件の当事者を相手方当事者とする

（9）当事者と直接の雇用関係にある。

他の事件の当事者となっている又はなっ

（10）当事者の親会社・子会社との雇用関係に

ていたことがある。

ある。

□ （5）事件の当事者を相手方当事者とする

（11）当事者または当事者の親会社・子会社の

他の事件を受任している又は受任してい

法律顧問である。

たことがある。

（12）属する法律事務所の他のパートナー・所属

□ （6）該当事由はない。

弁護士が当事者または当事者の親会社・子

３

※省略

会社について □ 法律顧問を勤めている。

４

当事者の代理人との関係について、私は

□
 現に事件を受任している。 □ 報酬を

以下の事由に該当します。

得て法律相談をしたことがある。

□ （1）事件の当事者の代理人と同じ法律事

なお、上記以外に頭書事件について、下

務所に所属している又は所属していたこ

記の事実があります。

とがある。
（同じ法律事務所に勤務してい
以上

た時期：

）

□ （2）事件の当事者の代理人と同一事件を共
同受任している又はしていたことがある。
（資料2）二弁・医療ADRあっせん人・利害関係

（共同受任していた時期：

情報開示書

）
（医療関

係事件かそれ以外の事件か：

）

□ （3）事件の当事者の代理人を相手方代理
利害関係情報開示書

人とする他の事件を受任している又は受

私は、頭書事件について、私の公正性又は

任していたことがある。
（医療関係事件か

独立性に疑いを生じさせる事実を、現在の記
憶と認識に基づき、以下のとおり開示します。
１

それ以外の事件か：

□ （4）事件の当事者の代理人と相当の親交

事件との関係について、私は以下の事由

に該当します。

）

がある。（その程度：

）

□ （5）該当事由はない。

（1）
～
（4） ※省略

５

その他公正性及び独立性に疑いを生じさ

□ （5）事件について仲裁判断に関与した。

せるおそれのある事由について、私は以下の

□ （6）事件について、医療事故調査委員と

事由に該当します。

して関与した。

□ （1）事件の当事者たる医療機関に勤務す

□ （7）事件について、当事者又は当事者の
職員若しくは代理人から相談又は情報の

る医師と相当の親交がある。
□ （2）私の所属する法律事務所に所属する

提供を受けたことがある。

他の弁護士が、事件の当事者と雇用契約

□ （8）事件の当事者と面識がある。
（その程
度：

）

□ （9）該当事由はない。
２

若しくは委任契約を締結している又は締
結したことがある。
□ （3）私の配偶者もしくは配偶者であった

事件の当事者との関係について、私は以

者が、上記４及び本項のいずれかの事由

下の事由に該当します。

に該当します。（該当事由：

（1）
（2） ※省略
□ （3）事件の当事者と雇用契約若しくは委

）
□ （4）該当事由はない。

任契約を締結している又は締結したこと

以上
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手続実施者の選任・指名と利害関係情報
／入江秀晃
ADR法6条3号について、ガイドライン20）では、

疑念を招きかねない。ここに基本的なジレンマが
ある。たとえば、医療紛争において、医師があっ
せん人となる場合、特に専門性の高い領域におい
ては互いに医師同士の関係性ができあがっている

裁判官の除斥事由及び忌避事由（民事訴訟法23

ような人物しか、当該事件を専門的観点から具体

条1項、24条1項）と同程度に具体的なものであ

的に分析し得ないといったことが起きうる。医療

ることが必要であり、その内容は、少なくともこ

に限らず、狭い領域のコミュニティ内の特有の紛

の除斥事由及び忌避事由に相当する事由を含むべ

争は、内部の者が入るからこそ対話が可能になる

きとしている。このことは、あっせん人の選任に

場合もあるからである。

関して、裁判官の選任と同様に考えるべきである

したがって、当事者とあっせん人の関係を開示

とまでは規定していないが、裁判官の選任のロ

し、相手当事者も自らが好む別のあっせん人を選

ジックを援用すれば足りるという姿勢を誘ってい

択し、共同あっせん人としての手続実施を行うと

るようにも見える。しかし、裁判官とあっせん人

いった工夫はあり得る。たとえば、医療ADRに

では、当事者に対する中立性の要請の内容が異な

おける医療側弁護士あっせん人と患者側弁護士

るのではないか。思うに、裁判官は当事者との関

あっせん人と中立弁護士あっせん人の3人構成を

係が遠ければ遠いほど望ましい存在であるのに対

取るといった工夫はそうした発想に基づいている

して、当事者にとってあっせん人との関係が近い

といって良いであろう。

ことは本来的には望ましい。この発想の転換が私

他の問題として、いわゆるリピート・プレイヤー

は重要だと考える。つまり、当事者とあっせん人

とあっせん人の関係がある。公正だから選択され

の関係が薄いということを持って、あっせん人の

るのであれば問題ではないが、リピート・プレイ

中立性をアピールする方向だけでなく、あっせん

ヤー側の業界に有利な話し合いを行うという評判

人と当事者との関係が近くても、あるいは、近い

があるから選択されているのであれば問題である。

からこそ当事者の役に立つ可能性がある道を探る

実務的には、あっせん人と当事者だけでなく、

べきではないかという発想である。出発点として

あっせん人と代理人弁護士の関係の親密さが手続

は、このような当事者にとっての隣人性、近しさ

に影響を与える点にも注意を払いたい。たとえば、

こそが実は解決力の源泉になりうるという可能性

あっせん人と代理人弁護士が弁護士会内で同一委

への認識が必要になる。特に、あっせん人を当事

員会の活動をしていたといった情報は、当事者に

者が選択できる制度21）の場合、一方当事者のあっ

開示が必要な情報とは思われないが、当事者本人

せん人への信頼が、その選択の動機になるのはむ

が相手方弁護士とあっせん人が親しげに話してい

しろ一般的であろう。

る様子を目撃して不信感や不満を抱く場合もしば

しかし、もちろん、あっせん人が一方当事者の

しばあると言われる。

みと関係が近いという状況は、他方当事者からの

20）法務省「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の実施に関するガイドライン」（2006年6月20日制定
最終改正 2019年9月13日） http://www.moj.go.jp/KANBOU/ADR/adr01-08.pdf 2021/01/13アクセス。
21）二弁仲裁センターでは、あっせん人を当事者が選択できるが、これは弁護士会ADRで必ずしも一般的であると
は言えない。
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中国商事紛争解決の理論と実務（13）

日付の記載のない傭船契約では船荷証券の摂取条項で摂取する対象と特定できないとして妨訴
抗弁を却下した事例

清河法律事務所

村上秀人

弁護士

Hideto Murakami

Ⅰ．はじめに
本件は、荷主である中国の企業（原告）が、貨

Ⅱ．当事者及び受訴法院等
原告：中軽資源進出口公司（以下：中軽公司、住

物運送の目的港を管轄する武漢海事法院に、運送
中の貨物損傷を理由とした損害賠償請求訴訟を提

所地は中華人民共和国）
被告：中港船務有限公司（以下：中港公司、住所

起した事件である。これに対し、被告らが、仲裁
条項を含む傭船契約を摂取した船荷証券が存在す

地は香港）。
被告：閩東叢貿船舶実業有限公司（以下：叢貿公

るとして、妨訴の抗弁1）を主張した。
武漢海事法院は、結論としては、船荷証券の摂

司、住所地は中華人民共和国）。
受訴法院：武漢海事法院

取条項の中で、摂取される傭船契約の特定方法と
して日付が記載されている傭船契約としているも

Ⅲ．事件の概要

のの、船荷証券の表面や裏面のどこにも傭船契約
の日付や番号の記載がないため、摂取の対象とな

1

る傭船契約が特定できないと判断した。摂取条項

の原木は、パプアニューギニアAWAGLIで「乾

に基づいて摂取される傭船契約が特定されていな

利山15」という船舶に積み込まれた。船長は、

い以上、船荷証券に問題となっている傭船契約の

10A30、10A22、10A29、A0228との番号がつけ

仲裁条項が摂取されたとはいえず、妨訴抗弁（管

られた4組の無故障船荷証券に署名した。その後、

轄異議）も認められず、却下した。

これらの貨物は中国靖江に運送された。しかし、

ここでは、傭船契約と船荷証券の関係、傭船契
約を摂取するための要件などを述べる。

2010年11月23日、中軽公司が所有する2313本

貨物が届いたとき、貨物に損傷が見つかった。貨
物を検査した結果、貨物の損失は2,200,464.22人
民元、すなわち332,758.32米ドルにのぼった。
2

中軽公司は、2011年6月13日、武漢海事法院

に訴訟提起し、中港公司と叢貿公司に対し、連帯
1）中華人民共和国仲裁法第26条では、「当事者間で仲裁合意に達し、一方当事者が人民法院に提訴したが、仲裁合意
の存在を主張しない場合、人民法院は受理した後、他方当事者が第1回目の開廷前に仲裁合意を提出したときは、人
民法院は訴えを却下しなければならない。ただし、仲裁合意が無効の場合を除く。他方当事者が、第1回目の開廷前
に人民法院が受理した当該訴訟に異議を提出しなかった場合、仲裁合意を放棄したものとみなし、人民法院は審理を
継続しなければならない。」と規定されている。
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して貨物の損失2,200,464.22人民元及び利息の賠

港仲裁に付し、その仲裁のなした裁決は、終局的

償を請求した。

で、かつ、当事者双方に対し拘束力を有する。
」

武漢海事法院は、2011年6月20日に立案受理し

というものであった。

た。中港公司と叢貿公司は、応訴通知を受け取っ
た後、武漢海事法院に管轄異議（妨訴の抗弁）を

Ⅳ．武漢海事法院の意見

提出した。その内容は、次のとおりである。
本件船荷証券は、傭船契約船荷証券であると考

武漢海事法院の審判委員会は検討の結果、中港

えられるところ、関連する傭船契約第26条には、

公司と叢貿公司が出した管轄異議は成立しないと

傭船契約から生じたいかなる紛争も、香港海事仲

して、妨訴の抗弁の主張を斥けた。理由として、

裁規則に従って、香港仲裁に付し、その仲裁のな

以下の3つを挙げている。

した裁決は、終局的で、かつ、当事者双方に対し

1

拘束力を有する、
と約定されている。したがって、

いないということである。本件船荷証券の運送条

本案は、仲裁に付されなければならず、人民法院

件では、「船荷証券の裏面に、法律適用条項と仲

に訴訟提起することは許されない。以上の理由か

裁条項を含む、日付のある傭船契約のすべての条

ら、中軽公司の提訴を却下することを求めた。

項と条件、自由裁量規定と免責規定は、本船荷証

3

券に摂取される。」と約定されている。この摂取

問題となっているのは、傭船契約と船荷証券

の関係である。

船荷証券に摂取される傭船契約が特定されて

条項が指し示している傭船契約は、明らかに、日

本件船荷証券は、傭船契約船荷証券である。船

付が明記されている傭船契約のことである。しか

荷証券の所持人欄の下には、
「傭船契約とあわせ

し、船荷証券の表面にも裏面にもどこにも日付を

て使用する」との文字があるが、傭船契約日と番

明記した傭船契約のことが記載されていない。し

号の記載はない。4組の船荷証券のうち、10A22、

たがって、いわゆる摂取の対象となる傭船契約が

10A29、10A30の3組 の 船 荷 証 券 の 荷 送 人 は

明らかとならない。このような摂取条項では、中

NIUGINILUMBER MERCHANTS LTD.となっ

港公司が主張し提出するところの2010年8月27日

ており、A0228の船荷証券の荷送人はISLAND

に締結された傭船契約を摂取しているということ

FOREST RESOURCES LTD.となっていた。ま

はできない。

た、4組の船荷証券の荷受人はすべて「指図によ

2

り」となっており、通知人は中軽公司であった。

賃借人
（傭船者）
は、
BRIHOPE ENTERPRISE S.A

船荷証券の運送条件第1条では摂取条項が約定

で、本件船荷証券の荷送人は、3組の船荷証券に

されていた。その内容は、
「船荷証券の裏面に、法

つ い て はNIUGINILUMBER MERCHANTS

律適用条項と仲裁条項を含む、日付のある傭船契

LTD.であり、1組の船荷証券についてはISLAND

約のすべての条項と条件、自由裁量規定と免責規

FOREST RESOURCES LTD.である。傭船契約

定は、本船荷証券に摂取される。
」というもので

が船荷証券に摂取される前提として、船荷証券が、

あった。

航海傭船契約に基づいて発行された船荷証券でな

中港公司が証拠として提出した傭船契約の船舶

他方、中港公司は、訴訟において、2010年8月

ければならない。すなわち、荷送人と運送人が締

27日に締結された傭船契約を提出している。傭

結した傭船契約に基づき発行された船荷証券でな

船契約では、船舶賃貸人が中港公司、船舶賃借人

ければならない。傭船契約の船舶賃借人（傭船者）

（傭船者）がBRIHOPE ENTERPRISE S.Aとなっ

と船荷証券の荷送人は全く同一人物というわけで

ていた。

はなく、言い換えれば、船舶賃借人（傭船者）は

そして、傭船契約第26条では仲裁条項が約定

船荷証券の当事者というわけではない。本件船荷

されていた。その内容は、
「傭船契約から生じた

証券は、中港公司が述べている傭船契約に基づき

いかなる紛争も、香港海事仲裁規則に従って、香

発行された船荷証券ではないと認定でき、中港公

34
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司が述べている有効な摂取というには、法律の根

閩東叢貿船舶実業有限公司を訴えた海上貨物運送

拠がない。

契約の仲裁条項の効力に関する伺いの報告」を受

3

領した。検討の結果、以下のとおり回答する。

中港公司が述べている傭船契約が船荷証券に

有効に摂取されていると認められない状況におい

本件船荷証券は、傭船契約に基づき発行された

ては、本件中軽公司と中港公司との間の仲裁合意

略式船荷証券3）で、船荷証券には「傭船契約とあ

が存在しているということはできない。
そのため、

わせて使用する」と明記されている。しかし、船

武漢海事法院は、運送目的地がその管轄範囲に含

荷証券の表面には、複合運送船荷証券の傭船契約

まれているので、本件に対する管轄権を有し、中

に関するいかなる記載もない。複合運送船荷証券

港公司と叢貿公司の管轄異議の主張を却下すべき

の傭船契約が不明確であるため、中港船務有限公

である。

司が主張するところの同社と船舶賃借人（傭船者）
BRI-HOPE ENTERPRISE S.Aとの間で締結し

Ⅴ．湖北省高級人民法院の意見

た傭船契約が、本件船荷証券に当然に摂取されて
いるということはできない。そのため、傭船契約

本件船荷証券の表面の所持人欄の下には、「傭

の中の仲裁条項は、船荷証券の法律関係当事者に

船契約とあわせて使用する」との文字がある。貴

対し、拘束力を有しない。本件貨物運送の目的港

院［2002］民四他字第23号の回答によると、船

は靖江であり、武漢海事法院の管轄範囲に属して

荷証券の表面に摂取される傭船契約の日付、番号

いるため、武漢海事法院は、法により、本件に対

を明確に指し示していないので、中港公司が述べ

する管轄権を有する。

ている傭船契約が本件船荷証券に摂取されたと
はっきり認めることはできない。

Ⅶ．解説

したがって、武漢海事法院の処理意見に同意す
る。

1

以上の意見が正しいかどうかについて、意見を
ご回答ください2）。

本件では、傭船契約の中に仲裁条項があり、

船荷証券の中に傭船契約を摂取する文言がある。
両者はどのような関係にあるのであろうか4）。
本来、傭船契約の当事者は運送人（船主）と傭

Ⅵ 最
 高法院の回答（湖北省高級人民法
院に対し）
最高人民法院

2012年5月16日（2012）民四他

字第18号

船者であり、その内容も、運送人（船主）と傭船
者との間の交渉により決定される。当然、運送人
（船主）と傭船者は契約内容に拘束される。他方、
船荷証券の運送人（船主）と所持人の関係は、船
荷証券の約款内容に基づく。その結果、運送人（船

湖北省高級人民法院（2012）90号「原告中軽

主）にとっては、傭船者との間では傭船契約に基

資源進出口公司が、被告中港船務有限公司と被告

づく権利を有し、義務や責任を負うこととなる一

2）「人民法院による渉外仲裁及び外国仲裁事項の処理に関する問題の通知（关于人民法院处理与涉外仲裁及外国仲裁
事项有关问题的通知、1995年8月28日、法発(1995)18号）
」第１条で、「人民法院に訴訟提起される渉外、香港、マカ

オ及び台湾の経済、海事海商紛争の案件で、当事者が契約内で仲裁条項を締結し、または、事後に仲裁合意をした場
合、人民法院が当該仲裁条項または仲裁合意が無効、執行または内容不明確で執行できないと判断するときは、当事
者の提訴を受理する前に、本管轄区域内の高級人民法院の審査を受けなければならない。高級人民法院が受理に同意
する場合、その審査意見を最高人民法院に報告しなければならない。最高人民法院の回答がある前は、しばらく受理
しないとすることができる。」と規定している。
3）傭船契約船荷証券のこと。運送約款が省略され、ほとんど裏面約款がない。
4）中国の海事法院や仲裁機関は、摂取条項に関する紛争を処理する場面において、英国法の解釈に基づいて、または、
参考にしているようである。
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方で、第三者である船荷証券の所持人との関係で

有効に摂取するための要件である。主に、傭船契

は、傭船契約上の権利を確保できなかったり、そ

約の仲裁条項を有効に摂取するための要件を検討

れ以上の義務や責任を負わされたりするおそれが

する。

あった。

大きくわけると、摂取する側の船荷証券の記載

そこで、船荷証券の所持人との関係でも、傭船
契約に基づこうと、船荷証券に基づこうと、同一

の要件と摂取される側の傭船契約の要件がある。
まずは、船荷証券の記載に関する要件である。

の権利を確保し、義務や責任の範囲を限定するた

1つ目は、船荷証券に摂取条項が明示されている

めに、傭船契約を摂取するのである。

ことである。船荷証券とは別の書面で覚書のよう

このことについて、中華人民共和国海商法第

な形で書面化されていたとして、それでは不十分

95条では、
「航海傭船契約に基づいて運送される

である。なぜなら、船荷証券には、裏書によって

貨物について発行される船荷証券に関し、船荷証

移転するという流通性を有していることから、記

券の所持人が傭船者でない場合、運送人と当該船

載内容の解釈は、船荷証券のみに基づいて行うか

荷証券の所持人との間の権利・義務関係には船荷

らである。

5）

証券の約定が適用される 。ただし、船荷証券の

2つ目に、摂取の対象となる条項が明示されて

中に航海傭船契約の条項を適用する旨が明記され

いることである。船積み、運送、引渡しといった

ている場合には、航海傭船契約の条項が適用され

運送と直接に関連する条項であれば、
「運送契約

なければならない。
」と規定している。ここでは、

の一切の条項」、
「運送契約のすべての条項」といっ

航海傭船契約に関してしか規定されていないが、

た一般的、漠然とした文言でも摂取が認められる。

その他の傭船契約についても同様に、傭船契約の

しかし、運送と直接の関連がなく、かつ、独立性

条項を船荷証券に摂取することができ、船荷証券

を有する仲裁条項については、このような一般的

の所持人を拘束することができる。

な文言では不足で、仲裁条項に直接言及し明示す

なお、運送人と船荷証券の所持人が運送契約の

ることが必要である7）。

当事者と同一である場合でも、傭船契約と船荷証

本件では、船荷証券の運送条件第1条で、
「船荷

券の内容に矛盾があるときに、どちらを優先する

証券の裏面に、法律適用条項と仲裁条項を含む、

かという問題が生じる。摂取条項があれば、運送

日付のある傭船契約のすべての条項と条件、自由

人と船荷証券の所持人が運送契約の当事者と異な

裁量規定と免責規定は、本船荷証券に摂取され

る場合と同じく摂取の有効性の問題である。これ

る。」と約定されていた。船荷証券上に摂取条項

は、以下で述べる。他方で、摂取条項がないとき

があり、仲裁条項を含むすべての条項という形で、

は、船荷証券は運送人が一方的に発行するもので

仲裁条項も摂取の対象となることが明示されてお

あるため、運送契約の内容を推認させる一応の証

り、この2点は問題がなかった。

拠にすぎないと考えられ、原則として、当事者の

かつては、摂取条項の記載場所が船荷証券の表

合意そのものである運送契約が優先する6）。

面か裏面かという点を最高人民法院が問題視する

2

ことも見受けられた。すなわち、傭船契約の仲裁

次に問題となるのが、傭船契約を船荷証券に

5）しかし、仲裁条項も含めて船荷証券が運送人の一方的意思表示であることを理由に、船荷証券の表面に明記され
ている仲裁条項の効力さえ認めないという極めて限定的な態度を最高人民法院がとっていた時期がある。最高人民法
院〔2007〕民四他字第14号。雨宮正啓、李剛、方懿（2017）「中国における海事仲裁について」（海事法研究会誌
2017.2）31-45頁。
6）松井孝之・黒澤謙一郎編著「設問式船荷証券の実務的解説」（成山堂書店、2016年）18頁。
7）最高人民法院〔2008〕民四他字第33号では、「本件船荷証券の表面に『当該運送は、船主と傭船者が締結した傭
船契約の条項に従い、傭船契約のすべての条項、条件、免責規定は当該運送に適用される。』と記載されているが、
船荷証券の摂取条項は、傭船契約の仲裁条項を含むことを明記していない。そのため、当該傭船契約の仲裁条項が船
荷証券に有効に摂取されたとはいえず、船荷証券の所持人を拘束しない。」と回答している。
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条項を表面に記載されることを求めていた。傭船

摂取される傭船契約の特定を認め、できる限り

契約を摂取するとの文言が船荷証券の表面には記

有効になるようにしようと考えた場合、船荷証券

載されておらず、裏面に記載されているだけの場

の発行者が傭船契約を締結しているときには、摂

合には、
有効に仲裁条項が摂取されたとはいえず、

取しようと意図した傭船契約は自身が締結したも

船荷証券の所持人を拘束しないと判断していた

のであると推測できる。このような具体的な事情

8）

を検討していくと、本件でも、摂取される傭船契

。

3

続いて、摂取される側の傭船契約の要件であ

約を特定する可能性も残っていたのではないかと

る。前提として、
摂取される立場であることから、

思われる。

船荷証券の発効前に傭船契約は締結されている必

4

要がある。しかも、書面であることを要する。そ

も、対象となりえそうな傭船契約が複数ある場合、

のうえで、摂取される傭船契約が具体的に特定さ
れなければならない。
本件では、この特定の部分に問題があった。

「

摂取される傭船契約の特定の場面では、他に
付傭船契約を摂取する」といった記載が船

荷証券にあるにもかかわらず、この日付欄が空欄
のままの場合などがある。

船荷証券の摂取条項では、
「日付のある傭船契

複数の傭船契約がある場合、船荷証券に契約締

約」という特定方法をとっていた。しかし、この

結日の指定がないとしても、複数あるという理由

記載の他、摂取の対象となる傭船契約を特定する

だけでは特定できないとはならない。複数ある傭

記載がなかった。特定する記載としては、契約締

船契約の仲裁条項の内容が同一であれば、どの傭

結日、契約番号などの直接的に特定できる内容が

船契約を摂取したとしても結果は同じであるか

考えられるが、本件では船荷証券のどこにも特定

ら、緩やかに特定を認める。また、複数ある傭船

できる事項の記載がなかった。そのため、船荷証

契約の仲裁条項の内容が同一でないとしても、傭

券で述べられている傭船契約と被告らが主張して

船契約の当事者、契約締結地、運送品の内容、運

いる傭船契約との同一性を認めることができない

送条件などから摂取される対象を特定する。

として、被告らが主張している傭船契約の仲裁条

日付欄が空白のままである場合も同様である。

項が船荷証券に摂取されているとはいえないと結

日付が空白のままであるという事情のみでは、特

論付けられた。

定できないとはしない。当事者の合意内容をくみ

最高人民法院の回答や湖北省高級人民法院の意

取り、特定する。

見、武漢海事法院の意見をみる限り、傭船契約の

5

特定に関する考え方には大きな違いはなさそうで

荷証券に有効に摂取された後の仲裁条項の効力の

さらに、本件では問題となっていないが、船

ある。もっとも、摂取される傭船契約の特定に必

準拠法をどうするかという問題がある。

要な事項は明らかではない。傭船契約の締結日や

最高人民法院による「中華人民共和国仲裁法の

番号が挙げられているが、船荷証券の「日付のあ

適用における若干の問題に関する解釈」9）第16条

る傭船契約」との記載から導かれた例示であると

では、
「渉外仲裁合意の効力についての審査は、

思われる。かつて、最高人民法院は、船荷証券上

当事者間で約定した法律を適用する。当事者間に

の仲裁条項の有効性について限定的な態度であっ

は適用する法律に関する約定がない場合、仲裁地

たが、少しずつ緩和傾向にある。そのため、日付

に関する約定があれば、仲裁地の法律を適用する。

や番号の他にも、傭船契約の当事者、契約締結地、

適用する法律、仲裁地に関する約定がない場合、

運送品の内容、運送条件など個別具体的な事情を

または仲裁地に関する約定が不明な場合、裁判所

考慮し、摂取される傭船契約を特定していく。

所在地の法律を適用する。」と規定されている。

8）最高人民法院〔2006〕民四他字26号など。
9）2006年8月23日公布、关于适用仲裁法若干问题的解释。
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これにより、渉外事件については一定の解決が図

しかし、仲裁条項に関しては、その特殊性、独立

られた。

性から、一般の条項よりも限定的に解釈する姿勢

6

最後に、中国では、傭船契約の中の条項を船

がみられる。その解釈については、現時点では有

荷証券に摂取する場合の効力を限定的にしようと

効な摂取に関しての法律の規定はなく、議論があ

しておらず、できる限り、船荷証券への摂取を有

ることから、本件をその一例として紹介した。

効とするよう解釈する姿勢が少しずつみられる10）。

10）中華人民共和国仲裁法の適用における若干の問題に関する解釈の各解釈にも、このような傾向が見受けられる。
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最新クロスボーダー紛争実務戦略シリーズ
（50）

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
（下）
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

交渉において、売主が適切と考える価格が買主の
目次

希望価格を上回っている場合に限られるので、こ

Ⅰ．ドイツにおける紛争解決

の条項は、ほぼ必然的に紛争の対象になる。この

1. 州裁判所での訴訟

ような場合、アーンアウト条項は、両当事者が期

2. 仲裁手続

待する買収価格のギャップを（少なくとも一時的

Ⅱ．ポストM&A紛争

に）埋めるために利用される。買主はアーンアウ

1. ポストM&A紛争に適した手続

トの条件が満たされることはないと想定して行動

2. 紛争の対象になりやすい典型的なSPA条項

し、売主は条件が満たされるのは時間の問題にす

およびかかる紛争を回避する方法

ぎないと考える。アーンアウト条項については、

a）競業避止義務（Non-compete Obligation）

多くの場合、関連する参照値の解釈や定義、また

b）買収価格調整（Purchase Price Adjustment）

はアーンアウト条件の達成を妨げるはずだった状

（以上、前号）

況や行為の常態化が争点になる。それ以外に、買

（以下、本号）

収後に売主が有する拒否権と情報取得権の種類と

c）アーンアウト（Earn-out）

範囲も争点になる。買収後、売主はアーンアウト

d）貸借対照表の保証（Balance Sheet Warranties）

条件の達成を評価するために必要な情報にアクセ

e）税金の還付（Tax Reimbursements）

スできなくなるため、通常、このような権利を必

f）免責（Indemnity）
。

要とする。典型的なアーンアウト条項は下記のよ

Ⅲ．ジョイントベンチャーに関する紛争
Ⅳ．結論

うなものである。
「（1）買主は、第［…］項に基づく買収価格に加
えて、［…］年に終了する会計年度およびその後
の［…］年に終了する会計年度（かかる会計年度

c）アーンアウト（Earn-out）
アーンアウトは特殊な買収価格調整である。
アーンアウト条項は、買収価格の一部が将来の特

を合わせて「アーンアウト期間」という）に対象
会社が得る[EBITDA]総額のうち、各年度あたり
［…］ユーロを超える金額の［…］パーセントに

定条件の達成に依存する場合に利用される。両当

等しい金額（「アーンアウト額」）を売主に支払う。

事者がアーンアウト条項に合意するのは、SPA

アーンアウト期間におけるアーンアウト額は、い
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かなる場合においても、総計［…］ユーロを超え

は、アーンアウト条件を満たすためのミクロおよ

ないものとする。その金額は、
複数の売主に対し、

びマクロ経済的データを十分詳細に定義する必要

それぞれが売却する持株に比例して配分される。

がある。適用される計算方法やアーンアウトの支

（2）「EBITDA」は、利息、特別損益、税金およ

払の詳細についても同様である。一般的なルール

び減価償却前利益を意味する（具体的には、参考

として、両当事者は、（それぞれの期待が異なる

資料2に規定する項目からなる）
。EBITDAを計

ため）アーンアウト条項が紛争の原因になりやす

算する際には、下記事項の影響を排除しなければ

いことを認識すべきである。したがって、アーン

ならない。

アウト条項に合意する場合は、十分な労力を割い

a）買主または買主の関連会社との取引。ただし、

てアーンアウト条項を綿密に起案することが推奨

通常の業務の一環として行われる独立当事者間取

される。

引はこの限りではない。

d）貸借対照表の保証（Balance Sheet Warranties）

b）
（i）アーンアウト期間中に得られるはずであっ

また、ほとんどの場合、SPAには貸借対照表

た売上もしくは利益を他の期間に移すこと、また

の保証が含まれる。買主は対象会社の財務状況に

は（ii）アーンアウト期間以外の期間に発生する

基づいて投資を判断し、財務状況は対象会社の貸

はずであった経費をアーンアウト期間に移すこと

借対照表に反映される。したがって、買主は貸借

を目的とする取引。

対照表が真実かつ正確であることを確保したい。

c）過去の慣行に照らして、通常業務の範囲外で

貸借対照表に過誤があれば、それは通常クロージ

行われる重要な取引。

ング後に発見され、かつ比較的簡単に証明できる

（3）アーンアウト額は、第1項に規定される第2

ので、ポストM&A紛争においては貸借対照表の

会計年度に関する対象会社の財務諸表が作成およ

保証が重要な役割を果たす。比較的詳細な貸借対

び提出されてから[…]営業日後を支払期日とし、

照表保証条項の例を以下に示す。

支払期日の5営業日以上前に売主が指定する銀行
口座に振り込むものとする。
」19）20）
アーンアウト条項にまつわる紛争を避けるに

「財務諸表は、各貸借対照表の日付または各会
計年度における、対象会社の純資産、財務状況お
よび営業損益について真実かつ公正な情報を提供

19）Meyer-Sparenberg in: Hoffmann-Becking/Gebele（編）、Beck’sches Formularbuch Bürgerliches, Handels- und
Wirtschaftsrecht（13.Aufl.2019）、III.A.18、§ 4
20）"(1)In addition to the purchase price pursuant to Section […], the Purchaser shall pay to the Sellers an amount
(the „Earn-Out Amount“) equal to […] % of the amount by which the aggregate [EBITDA] of the Company generated
in the financial year ending on […] and in the subsequent financial year ending on […] (such financial years collectively
the „Earn-Out Period“) exceeds, in each case, an amount of […] EUR. The Earn-Out Amount for the Earn-Out Period
shall in no event exceed an aggregate amount of […] EUR. It shall be allocated to the Sellers in proportion to the
shareholdings sold by them.
(2)„EBITDA“ shall mean the net earnings before interest, extraordinary income and expenses, taxes and depreciation/
amortization (more specifically comprising the items set forth in Exhibit 2). The effects of the following matters shall
be eliminated in calculating the EBITDA:
a)any transaction with the Purchaser or any entity affiliated with it, other than in the ordinary course of business and
on arm’s length terms; or
b)any transactions the purpose of which is that (i) any sales or earnings which would otherwise have been generated
during the Earn-Out Period are generated in any other financial period or (ii) any costs or expenses which would
otherwise have been incurred in any period other than the Earn-Out Period are incurred in the Earn-Out Period.
c)other material transactions outside the ordinary course of business, consistent with past practice.
(3)The Earn-Out Amount shall be due and payable within […] business days after the preparation and submission of
the relevant financial statements of the Company for the second financial year pursuant to subsection 1 and shall be
paid to a bank account as designated by the Seller not later than five business days before the due date."
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するものである。財務諸表に含まれる貸借対照表
は、そこに示される資産および負債の各項目を、

オプションは3つある。
（i） 最初のオプションは「貸借対照表の補填」

それぞれの具体的金額を含め、完全かつ正確に記

である。例えば、見越項目の不足額を売主

載している。ただし、資産その他の項目は、それ

が対象会社に支払う、というような内容に

が法律によって義務付けられる場合にのみ、かつ

なる。

その範囲内で計上されることになる。減価償却お

（ii）貸借対照表の過誤は企業価値に影響する可

よび価額調整、ならびに全ての見越項目は、法律

能性が極めて高いので、もうひとつのオプ

により許される範囲内であれば最大限容認され

ションとして、貸借対照表の過誤によって

る。ドイツ商法第275条第2項第14号もしくは第3

企業価値が下がった場合、その減額分を買

項第13号または該当する外国法域の同様の規則

主に補償するという方法がある。

に関連して同第298条第1項で定義する対象会社

（iii）買収価格の計算が（不正確な）貸借対照表

の通常業務の損益の場合は、例外的な出来事によ

に基づいて行われた場合、当事者は、買収

る影響を受けることはない。財務諸表に含まれる

価格の修正に合意することもできる。

経営陣報告書は、それぞれ、該当する対象会社の

e）税金の還付（Tax Reimbursements）

状況を正しく伝えるものである。将来の出来事に

さらに、当事者は通常、税金の還付の扱いを

関するリスクは、それぞれの場合で正確に反映さ

SPAで規定する。税金の還付は通常クロージン

れることになる。
」21）22）

グ後に発生するが、クロージングまたは取引の商

貸借対照表の保証については、主観的保証また

業的な締切日（または発効日）以前の期間につい

は客観的保証として慎重に起案する必要がある。

ての還付かもしれない。そのため、売主は通常、

客観的な貸借対照表の保証（上記の例がこれに当

税金還付の請求権は自分にあると主張する。

たる）は、貸借対照表が事実に照らして完全に正

「対象会社が有する税金還付請求権のうち、発

確であることを保証する。これに対し、主観的な

行日以前の期間に関連するものは売主のものであ

貸借対照表の保証は通常、勤勉なるビジネスマン

り、対象会社に税金の払い戻しが行われた後、買

の注意に委ねられる。

主はこれを売主に返還しなければならない。前条

損害賠償額の計算はほぼ確実に当事者間の協議

に基づいて売主が税金還付請求権を取得する場

につながるので、当事者は、保証の違反があった

合、買主はかかる請求権を本契約に基づく自らの

場合の一般的な結果ではなく、貸借対照表の保証

請求権と相殺する権利を有する。」23）24）

に違反があった場合に損害賠償額をどのように計

これらの規程は、条件が明確に定義されない場

算するかをSPAで定義すべきである。基本的な

合、争いの原因になることが多い。あらゆる種類

21）Schrader/Seibt in: Seibt（Hrsg.）、Beck’sches Formularbuch Mergers & Acquisitions（3.Aufl.2018）、C.II.2.、
Ziff. 8.3.3.
22）"The Financial Statements present a true and fair view of the net assets position, financial condition and results
of operation of the X-Companies for the respective balance sheet dates or fiscal year. The balance sheets included
with the Financial Statements are complete and correct with respect to the assets and liabilities items to be shown
therein, including each specific amount. Nevertheless, the assets and other balance sheet items were capitalized only
if and to the extent that mandatory law required it. Any permissible depreciations and value adjustments and all
accruals were made to the maximum extent allowed by law. The results of the ordinary business operations of the
X-Companies as defined in sec. 298 para. 1 in conjunction with sec. 275 para. 2 no. 14 or para. 3 no. 13 of the
German Commercial Code or other similar rules in applicable foreign jurisdictions were not influenced by any
exceptional incidents. The management report under the Financial Statements present in each case a correct view of
the situation of the relevant X-Companies. The risk involving future developments were accurately reflected in each
case."
23）Schrader/Seibt in: Seibt (ed.), Beck’sches Formularbuch Mergers & Acquisitions（3.Aufl.2018）
、C.II.2.、Ziff. 11.3.
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の税金と税務上の利得をSPAで明確に定義して
おくことが特に重要である。そうでないと、何が
「税金」または「税務上の利得」に含まれるのか

（b）既存の環境状態の結果発生した損害に
関する第三者による賠償請求
（ii）「既存の環境状態」とは、発効時以前に対象

について紛争が生じる可能性がある。

グループ会社のいずれかが所有、占有また

f）免責（Indemnity）

は利用していた所有不動産、リース不動産、

保証は売主が存在しないと確信するリスクに対

またはその他の不動産（合わせて「対象財産」

応するものである。他方、買主が既知のリスクま

という）の土壌、浸出水、土壌ガス、地下水、

たは（少なくとも）存在する可能性のあるリスク

地表水、または建物に、発効時において有

の負担を拒否する場合に、SPAの当事者は免責
を利用する。免責の対象として一般的なのは、係

害物が存在することを意味する。
（iii）
「有害物」とは、環境法令に規定される汚染

争中の訴訟、税金の査定、政府補助金の返還請求

物質または有害物質を意味し、油、石油、

や環境問題に関する責任のリスクである。下記の

アスベスト、有害廃棄物、有毒物質、爆発

例は、よく見られる環境免責条項の抜粋である。

物または放射性物質等を含む。

「
（1）本条の規定に従い、売主は、買主または買

（iv）
「環境法令」とは、環境に関連し、対象グルー

主がそれを選択する場合は対象グループ会社、も

プ会社または対象財産に適用される全ての

しくはその両者を、環境債務から免責する。

法律、命令、規則、指令および規制を意味
する……」25）26）

（2）定義
（i）「環境債務」とは、下記から生じる全ての損

免責条項について紛争が生じるのは、主に、関

害賠償（環境コンサルタントおよび法律等の

連するリスクやその他の条件が明確に定義されて

アドバイザーの正当な経費等を含むが、逸失

いない場合である。免責条項は売主だけでなく買

利益および派生損害を除く）を意味する。

主にも大きく影響するため、上記のモデル条項の

（a）既存の環境状態に関連して行われるリ

ように、対象となるリスクや責任を明確に定義す

スク評価のための調査、浄化対策、保全対策、

べきである。また、当事者は第三者の請求をどう

隔離対策、または生命もしくは健康に対す

扱うかを決定し、売主、買主および対象会社の協

る緊急の危険を排除、緩和、もしくはその

力義務を規定すべきである。

他の方法で是正する対策（
「環境矯正対策」）
を実施する買主または対象グループ会社の
責任。ただし、かかる対策は（x）行政当局、
最終的な裁判所の判決もしくは仲裁判断、

Ⅲ．ジョイントベンチャーに関する紛争
ジョイントベンチャーに関する紛争には特殊な

または浄化対策に関する当局との合意に基

点があり、個別の解決の仕組みが必要になる。実

づいて行われ、
（y）売主が書面で同意し、ま

際には、ジョイントベンチャーに関して生じる紛

たは（z）生命もしくは健康に対する緊急の

争の多くはいわゆる「デッドロック」によるもの

危険を排除、緩和、もしくはその他の方法

である。デッドロックは一般的に、両者が自分の

で是正するために必要なものでなくてはな

要求を変えようとせず、相手側の要求を受け入れ

らない。

ないために、論争を決着させられない状況と理解

24）"All tax refund claims which are held by the X-Companies and which relate to a period of time up to and
including the Effective Date, are for the benefit of the Seller and must be returned by the Purchaser to the Seller
after the Tax refund is made to one of the X-Companies. If, under the foregoing provision, the Seller becomes
entitled to Tax refund claims, then the Purchaser shall have the right to set such claims off against its own claims
based on this Agreement."
25）Kaestle/Oberbracht, Unternehmenskauf – Share Purchase Agreement、第10章 免責参照。
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される。ジョイントベンチャー契約では、通常、

た場合、決着がつかない案件は棚上げにしてそれ

各株主が合弁会社において等しい決裁投票権を有

以外の事業を通常通りに継続するという条項を含

しているため、特にデッドロックが生じやすい。

めることが考えられる。ただしこのオプションは、

事業上の決定についてデッドロックが生じれば、

事業を継続するために争点の解決が必要な場合に

合弁会社やその事業にとって大きなリスクになる
ことは当然である。当事者はしたがって、ジョイ

は使えない。この条項は、デッドロックに対する
「一般的な解決策」としては望ましくない。

ントベンチャーにおけるデッドロックを回避また

他の方法として、特定のコール・オプション（持

は解決する有効な仕組みを確立するよう努力すべ

ち株の買い増し権）とプット・オプション（売り

きである。
換言すれば、
仮に当事者間でデッドロッ

戻し権）をジョイントベンチャー契約に含めるこ

クを回避または解決する仕組みにつき合意できな

ともできる。しかし、コールおよびプット・オプ

いままジョイントベンチャーを設立する場合に

ションに合意すると、誰が合弁会社から去らなけ

は、将来、デッドロックに陥りジョイントベン

ればならないか、または去ることになるのかにつ

チャーの事業に深刻な悪影響が生じ得るリスクを

いて、必然的に一方の当事者が有利になる。これ

認識しておく必要がある。デッドロックの解消に

を避けるため、当事者はこの条項をエグジット（退

はいくつかの異なるアプローチがある27）。

出）条項として規定することができる。エグジッ

例えば、ジョイントベンチャー契約において、

ト条項は、一方の株主に合弁会社からの退出を強

合弁会社の役員の1人に決裁投票権を与えること

制することを目的とし、その方法には「ロシアン

ができる。ジョイントベンチャーのパートナー間

ルーレット」28）や「シュートアウト」29）等がある。

で不公平が生じないよう、決裁投票権を毎年持ち

デッドロックを解消する比較的極端な方法とし

回りにしたり、関連する事業部門を担当する取締

ては、合弁会社の売却、分割または清算が挙げら

役に決裁投票権をもたせたりすることもできる。

れる。そのような仕組みについて合意する場合は、

他のオプションとしては、デッドロックが生じ

事業上の重要な決定に関するデッドロックにのみ

26）"(1)Subject to the provisions of this Section, Seller shall indemnify and hold harmless Purchaser and/or, at
Purchaser’s election, the Group Entities, from and against any Environmental Liabilities.
(2)Definitions
(i)„Environmental Liabilities“ shall mean all Damages (including, without limitation, reasonable fees and expenses of
environmental consultants and, legal and other advisors, but excluding lost profit and consequential damages) resulting from:
(a)obligations of Purchaser or any Group Entity to carry out investigation measures for purposes of risk assessment,
clean-up measures, securing measures, protective containment measures or measures to eliminate, reduce or otherwise
remedy an immediate danger to life or health, in each case relating to an Existing Environmental Condition
(„Environmental Remediation Measures“), provided, however, that such measures (x) have to be performed pursuant to
a final or immediately enforceable order by an Administrative Authority, a final court judgment, or arbitral award, or
an agreement with an Authority relating to clean-up measures; (y) have been consented to in writing by Seller; or (z)
are necessary to eliminate, reduce or otherwise remedy an immediate danger to life or health; and
(b)claims of third parties for compensation of Damages suffered as a result of Existing Environmental Conditions.
(ii)„Existing Environmental Condition“ shall mean the presence on the Effective Time of Hazardous Materials in the
soil, leachate, soil-vapor, ground water, surface water, or building of the Owned Real Estate, the Leased Real Estate
or any other real properties which have been owned, occupied or used by any Group Entity on or prior to the
Effective Time (collectively the „Covered Properties“).
(iii)„Hazardous Materials“ shall mean any pollutants, contaminants or hazardous substances according to the
Environmental Laws including, without limitation, oil, petroleum, asbestos, hazardous wastes or toxic, explosive or
radioactive substances.
(iv)„Environmental Laws“ shall mean all applicable laws, ordinances, rules, directives and regulations relating to
environmental matters and being applicable to the Group Entities or the Covered Properties, as the case may be…"
27）参考：Buschによる概観：Joint Ventures in der notariellen Praxis, RNotZ 2020, 249（270～）.
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適用すべきである。
ジョイントベンチャーにおけるデッドロックの

Ⅳ．結 論

解決策としてよく見られるのは、特定の組織ない

国内外の投資家、株主、企業等の当事者がドイ

し機関への紛争のエスカレーションまたは委託を

ツにおいてポストM&A紛争を解決するにあたり、

規定することである。例えば、デッドロックが生

仲裁は有効な方法のひとつである。当事者は、言

じた場合、懸案を合弁会社の各株主企業の取締役

語、場所、証拠採用のルールなどの手続を、紛争

会にエスカレートしなければならない、と規定す

の性質や自らのニーズに合わせて調整し、企業情

る方法がある。しかし、これは両株主企業の取締

報の秘密を保つことができる。仲裁手続では、紛

役会が紛争を解決できなければ意味がない。別の

争を短期間で解決し、M&Aの専門家を仲裁人と

方法として、デッドロックが生じた場合、任意に

し、拘束力と強制力のある仲裁判断を得ることが

組織される会社の諮問組織に懸案についての決定

できる。

権を与えることを規定することもできる。合弁会

上述のとおり、競業避止、貸借対照表の保証お

社における個々の取締役の性格によってデッド

よび免責等の条項、ならびに買収価格の調整、アー

ロックが生じている場合は、これが有効なオプ

ンアウトおよび税金還付に関する条項は、特に紛

ションになるかもしれない。そうでなければ、こ

争の原因になりやすい。当事者は、関連する諸条

のような条項には、諮問組織においてもまたデッ

件や、違反があった場合の法的結果を明確に定義

ドロックが生じるリスクがある。さらに別の方法

することで、紛争を減らすことができる。多くの

としては、調停または仲裁を通じて紛争の解決を

場合、これらの条項の法的結果は単純化できる。

第三者に委託することが考えられる。しかし、こ

例えば、競業避止義務の違反については、罰金額

の場合、意思決定が大幅に遅れることになるし、

をあらかじめ規定することに合意し、支払プロセ

事業に関する決定を第三者に委ねることに抵抗を

スを決めておくといった方法が考えられる。

感じる当事者がいるかもしれない。

ジョイントベンチャーでは通常、各当事者が等

デッドロックを効果的に解決する最善の方法と

しい投票権を有するため、紛争がデッドロックに

して勧められるのは、ジョイントベンチャー契約

陥りやすい。したがって、ジョイントベンチャー

に、段階的な紛争解決の仕組みを規定しておくこ

契約の当事者は、デッドロックを回避または解決

とである。その仕組みに設けられる第1段階では、

するために有効な仕組みを確立する必要がある。

例えば、株主企業の取締役会や特設機関などの別

最善の方法は、段階的な紛争解決の仕組みを設け

の組織に紛争の解決をエスカレートまたは委託す

ることである。その場合、第1段階では、別の組

る。この組織が紛争を解決できないときは、該当

織ないし機関に紛争をエスカレートまたは委託す

する条項で対応を区別し、
法律問題は仲裁に委ね、

るよう規定する。第2段階では、法律問題は仲裁

根本的でない事業上の決定は決裁投票権によって

に委ね、事業上の決定はエグジット条項または

行い、根本的な事業上の決定はエグジット条項ま

コールおよびプット・オプションによって解決す

たはコールおよびプット・オプションによって決

ることが推奨される。

着する。

28）一方の当事者が他方の当事者の持ち株を特定の価格で買収することを提案する。他方の当事者は、これを断る場
合、 第1の 当 事 者 の 持 ち 株 を 同 じ 価 格 で 買 い 取 ら な け れ ば な ら な い。 参 考：Beisel in: Beisel/Klumpp, Der
Unternehmenskauf（7.Aufl.2016）、§ 8 Rn. 110.
29）一方の当事者が他方の当事者の持ち株を特定の価格で買収することを提案する。他方の当事者がこれを断れるの
は、第1の当事者の持ち株をそれよりも高い価格で買い取ることを申し出る場合のみである。参考：Beisel in: Beisel/
Klumpp, Der Unternehmenskauf（7.Aufl.2016）
，§ 8 Rn. 111.
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投資協定仲裁判断例研究（130）

物品貿易に関する輸入国の措置（自由貿易協定が規定する関税率の不適用）
が投資協定仲裁で争
われた事例（管轄権肯定・本案請求棄却）

外務省国際法局経済紛争処理課
1）

菊間 梓

課長補佐

Azusa Kikuma

申 立 人：Vento Motorcycles, Inc.（米国）

はMotorBike社（後述）との間でメキシコ国内で

被申立国：メキシコ

のオートバイの販売及びマーケティングのための

事件番号：ICSID Case No. ARB（AF）/17/3

ジョイント・ベンチャー契約（JV）を締結したが、

判 断 日：仲裁判断

メキシコ政府が、申立人が米国で組み立ててメキ

2020年7月6日

仲 裁 廷：Andrés Rigo Sureda（長・スペイン）、

出

シコに輸入したオートバイへのNAFTAの規定す

David Gantz（米）
、
Hugo Perezcano（メ

る特恵関税の適用を否定したため、同契約に基づ

キシコ）

く事業が破壊されたと主張する［paras.2-5］。

典：https://www.italaw.com/cases/6893
A. JV契約

本件判断のポイント

MotorBikeは、2001年1月に、メキシコ法の下
で 設 立 さ れ た 会 社 で あ る［para.60］
。 一 方 で、

・NAFTAの内国民待遇・最恵国待遇規定の適用

Ventoは、2001年8月にテキサス州法の下で設立

について、待遇の比較は投資家間又は投資財産

された［para.61］。2001年10月、両者はメキシコ

間で行われるべきで、投資家の待遇と投資財産

国内でのオートバイの販売等のためのJV契約を

の待遇の間での比較を行うことはできないと

締結した［para.62］。2006年に、MotorBikeは、

判断した。

自 ら が 本 件JVに 対 し て 有 す る 権 利 の 全 て を

・自由貿易協定の特恵関税の適用を否定すると
の輸入国による決定が、同じ協定の投資章に基

Mototransp（メキシコ法の下で設立された会社）
に譲渡した［para.121］。

づくISDSに付託され、仲裁廷が管轄権を認め
た（本案では違反認定せず）
。

B. 貸付契約
VentoとMotorBikeは、2001年及び2010年の2回
にわたり、前者が後者に対して金銭貸付義務を負

Ⅰ．事実関係
申立人（Vento）はテキサス州に所在し、同州
法により設立された会社である。申立人は、自ら

う貸付契約を締結している［paras.64, and 131］
。
C. AED・Vento間の取引
AEDは、2001年10月に、テキサス州法の下で

1）本稿は筆者の個人的見解であり，所属組織の見解を反映するものではない。
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設立された。同年11月から、同社は中国から米

くなった［para.130］。

国へのオートバイ部品の輸入を始めた。AEDは
自社が米国内で組立てたエンジンと輸入した他の

F. 仲裁手続

部品をVentoに販売し、Ventoはそれを組立てて

2017年8月8日、申立人は、NAFTA第1116条に

オートバイを製造し、完成品をメキシコに輸出し

基づき自社名義でICSID追加規則による仲裁申立

た。AEDが組立てたエンジンには「Made in the

を行った［para.7］。

USA」のラベルが付されていた［paras.65-66］。
D. NAFTA原 産 に 関 す る メ キ シ コ 連 邦 税 務 庁
（SAT）による決定

Ⅱ．判断要旨
A. 受理可能性［paras.152-170］

2002年半ばまでに、SATは、Ventoのブランド

（略）

で輸入されているオートバイの原産性の調査を開
始した。2003年9月、SATは、2002年にAEDが米

B. 管轄権［paras.171-226］

国で組立てたエンジン（このエンジンは、組立て

1. 事項的管轄

後にVentoのオートバイに組込まれ、メキシコに輸

申立人は、
「投資財産」
（investment）として、

出された）がNAFTAの原産地規則を満たしていな

MoterBike（後にMototransp）との間の本件JV及

い 旨 決 定 し た。2004年4月、SATは2002年 中 の

びMotorBikeに対する貸付債権を挙げる。

Ventoか ら の 輸 入 に つ い てNAFTAの 特 恵 関 税

（1）JV

（NAFTA税率）の適用を否定する旨決定した（評

被申立国はNAFTA第1139条が投資財産の1つ

釈者注：物品の輸入にNAFTA税率が適用されるた

として挙げる「企業（enterprise）」は法人に限ら

めには、その物品がNAFTAの規定する原産地規則

れると主張するが、文言上の根拠はない。被申立

を満たし、NAFTA加盟国の原産品［NAFTA原産］

国は、NAFTA第1139条は物品売買のための商業

として扱われる必要がある）
［paras.72-105］
。そ

契約を投資財産の定義から明示で除外しており、

の後、SATは、2003年のVentoからの輸入につい

本件JVがそれに該当するとも主張する。しかし、

て も、 同 様 にNAFTA税 率 の 適 用 を 否 定 し た

本件JVは商業契約以上のものである。これは両

［paras. 114, and 117］
。
Vento及びAEDはSATに行政不服申立てを行っ

契約当事者による共同の労力及び協力並びにリ
ソース、スキル及びノウハウの提供を含んでいる。

た が、SATは こ れ ら の 申 立 て を 全 て 棄 却 し た

両当事者間には、物品と代金の交換を伴うやり取

［paras.108, 118, 123,124,127, 128, and 133］
。両

りではなく、利益分配の合意がある。本件JVは

社はSATによる決定の取消しを求める訴えを連

NAFTA第11章の適用における「企業」として投

邦税務行政裁判所（TFJFA）に提起したが、最
終的にTFJFAはその訴えを退け、両社が提起し

資財産を構成する［paras.182-186］。
（2）貸付債権

たamparo訴訟（違憲審査）においてもTFJFAの

Vento・MotorBike間の貸付契約の存在は争い

判決が支持され、AED・Ventoによる輸出入に

のない事実だが、申立人は実際に金銭を貸与した

NAFTA税 率 が 適 用 さ れ な い こ と が 確 定 し た

ことを証明できていない。申立人は貸付債権の形

［paras.129-146］
。

式の投資は行っていない［paras.195-200］。
2. 人的管轄

E. Vento及びAEDの会社資格の剥奪
2009年8月、テキサス州政府はVento及びAED
の税金不払いを理由として、両社の会社としての
地位を剥奪した。結果、両社は事業を継続できな

46

（1）Ventoの所有及び支配［paras.209-214］
（略）
（2）国籍［paras.215-218］
（略）
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（3）投資財産に対する所有及び支配［paras.219-224］

る。NAFTA第11章の適用上、Ventoは「他の締

被申立国は、JVはNAFTAの下での投資財産に

約国の投資家（investor）」であり、本件JVが「投

な り 得 な い と の 前 提 に 立 ち、Ventoに よ る

資財産（investment）
」である。しかし、申立人

MotorBike及びMotortranspへの所有・支配の欠

がその主張において本件JVの比較対象として挙

如に焦点を当て、申立人による投資財産の支配の

げた主体には、JV形式を通じてメキシコ国内で

有無を争う人的管轄の抗弁を提起している。しか

の事業を行うものはない。申立人は、投資家の扱

し、検討すべきはVentoが本件JVを支配していた

いと投資財産の扱いを混同している。申立人は、

かである。Ventoは疑いなく本件JV及びその事業

投資家としてVentoと比較される存在を特定して

活動を支配していた。本件JVの目的はVentoが米

いない。申立人が挙げた比較対象はメキシコ人又

国で組立てたオートバイのメキシコでの商業化で

は日本人に所有される企業であり、投資財産であ

あった。MotorBikeの事業参加、そして本件JVの

る。被申立国がメキシコ投資家及び非締約国の投

事業全体は、Ventoによる製品生産及び対メキシ

資家に与える待遇より不利でない待遇をVentoに

コ輸出に依存していた。Ventoは、本件JVの生産

与えなかった旨のNAFTA第1102条1及び第1103

管理、部品調達、資本投入の全てに責任を負い、

条1違反の訴えは全て棄却する［paras.240-241］。

そ の 利 益 の90%を 受 け 取 っ て い た。 一 方 で、

申立人が特定した比較対象の中では、第1102

VentoはMotorBike及びMotortranspは所有してい

条の請求との関係ではOperadorasが、第1103条

ない。被申立国の人的管轄の抗弁は退ける。

の請求との関係ではHonda及びYamahaの各々が

3. 時間的管轄［paras. 225-226］

メキシコ国内に設立した現地子会社が、それぞれ

（略）

関 連 す る 投 資 財 産（
「関連メキシコ投資財産」
（Relevant Mexican Investments））にあたる。3社

C. 責任

は、 輸 入 免 税 プ ロ グ ラ ム で あ るPrograma de

1. NAFTA第1102条、 第1103条 及 び 第1104条

Promoción Sectorial（PROSEC）の下で、2001

［paras.227-330］

年から2009年の間、特恵関税による部品輸入が

（1）投資財産の範囲

認められている［paras.242-244］。

申立人は、①NAFTAの「他の締約国の投資家」

Ventoは、AEDが中国から米国に輸入した部品

としてのVentoに与えられる待遇、②JV契約に基

のみを用いてオートバイを組立てていた。SAT

づ い た 活 動 に つ い てVento、MotorBike又 は

は、①AEDが中国から輸入したのは部品ではな

Mototranspに与えられる待遇、③JV契約の範囲

く「解体されたオートバイ」であり、これらは

を超えた活動についてVento、MotorBike又は

HS通則2（a）（評釈者注：関税分類に関する国際

Mototranspに与えられる待遇を区別できていな

規則の1つ）によりオートバイの完成品として分

い。本件JVはそれ自体が投資財産であるが、そ

類され、②これを用いてVentoが組立てたオート

の活動できる範囲はJV契約により規定されてい

バイはNAFTAの原産地規則が求める基準（関税

る。Vento、MotroBike又はMototranspがこのJV

分類変更）を満たさないため、NAFTA原産とし

契約の範囲を超えて行った活動は、投資財産の範

ては分類されず、③その輸入にNAFTA税率は適

囲外となる［paras.234-235］
。

用されないと判断した。一方で、関連メキシコ投

（2）NAFTA第1102条（内国民待遇）及び第1103
条（最恵国待遇）

資財産は、いずれもメキシコに拠点を有し、同国
内で組立て、流通、販売等を行っていた。彼らは

内国民待遇及び最恵国待遇が否定されたかを判

組立てに用いる部品の一部をPROSECの下で中・

断する上での考慮事項については、両当事者は一

印から輸入し、完成品をメキシコ市場に直接販売

般的に合意している。他方、本件では、被申立国

していた［paras.246-247］。

の行為を分析する前に解決すべき根本的問題があ

両者の間には共通点もあるが、差異もある。最
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も明白な差異は投資財産の種類である。本件JV

中国からの輸入部品のみを用いて組立てを行って

は特定かつ限定された目的の契約により設立され

いたVentoと異なり、部品の全てをNAFTA非加

た。検討対象となっている投資財産には同様の形
式をとるものはない。本件JVの当事者は、
「Made
in the USA」
（又は「Assembled in the USA」
）
のラベルの利用及びNAFTAの原産地規則の利益
の享受を主たる目的として、米国内に組立プラン
トを設立し、中国からの輸入部品のみでオートバ
イを組立てるという決定を意識的に行った。一方

盟国から輸入していたわけではなかった
［paras.255-261］。
SATが申立人による「Made in the USA」又は
「Assembled in the USA」の表示の使用を妨害し
たとの証拠もない。［paras.263-264］。
被申立国によるNAFAT第1102条及び第1103条
の違反はなく、申立人の請求を全面的に退ける

で、関連メキシコ投資財産はいずれもメキシコ国

［para.265］。

内で設立された会社であり、
同国内で広範な産業・

（3）NAFTA第1104条［para.266］

ビジネス活動を行っており、また、同国に多額の
投資をしている。いずれの会社も、メキシコ国内
で製造・組立を行っている［paras.248-255］。
VentoとMotorBikeがJVを形成した方法には、

（略）
2. NAFTA第1105条［paras.267-330］
（1）最低待遇基準
申 立 人 は、SATの 職 員 は 明 示 の 指 示 の 下 で

別の重要な含意もある。Ventoが完成品の組立て

VentoとそのJVを特に狙い撃ちにして行動してお

に用いる部品は全てAEDにより米国に輸入され

り、そのような被申立国の行為が恣意的であり、

ており、この輸入は米国法に規律され、メキシコ

差 別 的 で あ り、 及 び 適 正 手 続 を 欠 く た め、

法は一切適用されない。他方で、関係メキシコ投

NAFTA第1105条の規定する国際慣習法上の最低

資財産は部品をメキシコに直接輸入しており、こ

待遇基準（Minimum Standard of Treatment:

の輸入はメキシコ法に規律される。Ventoは米国

MST）に反すると主張している［paras.270, and

内でオートバイを組立て、完成品をメキシコに輸
出し、NAFTAに基づく原産地証明を提出してい
た。その輸出は、NAFTAにより規律され、また、

278-284］。
（2）SATによる決定と原産性及び税関手続に適
用されるメキシコ法及び国際法の関係

メキシコ市場に入る前にメキシコ税関法の適用を

SATによるNAFTA原産否認の決定に対して

受ける。関連メキシコ投資財産はオートバイをメ

は、Vento及びAEDは国内救済手続を尽くしてお

キシコ国内で組立て、完成品を同国市場で直接販

り、メキシコの国内裁判所の最終的な判決はSAT

売しており、Ventoの完成品に適用される外国貿

の判断を支持した。また、申立人は裁判拒否の訴

易についての法的枠組みは彼らには関係ない。更

えは提起していない。申立人側証人は、SATの判

に、VentoはNAFTA税率の適用を求めており、

断は前例がなく、規則の適用を完全に操作してい

輸出する完成品とその生産のための部品の双方が

たと証言するが、信憑性は乏しい。メキシコ連邦

NAFTAの規定する原産性検証手続に服する。関

裁判所での上訴手続で当局が提出した証拠は、

連メキシコ投資財産が使用する部品はPROSEC

SATの決定はメキシコ国内法を正しく適用したも

の下で輸入されており、NAFTAの原産性検証手

のであったことを示している［paras.286-292］
。

続には服さない。PEOSECの下での輸入部品は、

国内裁判所は、SATの決定は、NAFTA第4章及

メキシコ国内の産業過程での使用が明示で予定さ

び第5章の下での同国の義務に整合的であるとも

れており、輸入にあたっての検証手続は存在しな

判断している。［paras.293-294］。

い。申立人は関連メキシコ投資財産がPROSEC

（3）メキシコの行政・司法上の決定と国際法の関係

の下で行った部品輸入にHS通則 2（a）が適用さ

申立人は、米国税関当局がAEDにより輸入さ

れないことに異議を唱えるが、PROSECは同通

れたエンジンとオートバイ部品がNAFTA第4章

則の例外である。また、
関連メキシコ投資財産は、

の下で米国原産として扱われると認証したと主張

48
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するが、そのような事実はない。米国政府は、
NAFTA第4章に基づいてメキシコ政府を訴える
こともしていない［paras.295-301］
。
（a）適正手続欠如の訴え

た［para.324］。
この点に加え、申立人側証人は、類似の事業者
の中でVentoのみが監査対象とされたと証言す
る。しかし、NAFTAの原産地規則と原産性の検

原産性の検証を行う職員が既定の結論に至るこ

査手続は、NAFTA原産を主張する輸入について

とを強いられていた証拠はない。手続にも「秘密

のみ適用される。当時、Ventoと同様のNAFTA

主義」的なところはない。また、SATの決定は最

の特恵を利用した事業モデルを採る企業はメキシ

終 的 に は 独 立 の 裁 判 所 の 審 査 に 服 し て い た。

コ国内には存在せず、米国国内でもこのような事

NAFTAには行政手続並びに司法審査及び上訴に

業モデルは一般的ではなかった。差別的取扱いを

関する条項があるが、本件におけるメキシコの法

理由としたNAFTA第1105条違反の訴えを退ける

的手続はこれらの条項が規定する要請を満たして

［paras.325-329］。

いる［paras.310-314］
。
適正手続欠如を理由としたNAFTA第1105条違
反の訴えを退ける［para.315］
。

D. 費用［paras.331-339］
（略）

（b）恣意性の訴え
申立人は、SATはVentoが組立てた産品にHS

E. 判断［para.340］

通則2（a）を適用せずNAFTA原産として受け入

1. 受理可能性についての抗弁を退ける。

れることも法的には可能だったが、自国産業保護

2. 本件JVに関して事項的管轄の抗弁を退け、本

のために権限を濫用した旨主張する。しかし、

件JVが投資財産にあたると宣言する。

AED自身も、自社の輸入部品へHS通則2（a）を

3. NAFTA第11章に規定される貸付債権としての

適用すればNAFTA税率は適用されないと認めて

投資財産は存在しなかったことを宣言し、この点

いる。また、貿易・投資協定は国内競争から身を

について事項的管轄についての抗弁を認める。

守る盾ではない。Ventoと競争関係にある国内業

4. 人的管轄についての抗弁を退ける

者が当局に訴えを提起しても驚くべきことではな

5. 被申立国はNAFTAに規定する義務に違反して

い。外国人には適正手続が与えられるが、国際協

いない旨宣言するとともに、本案に関する請求を

定によって国内の法的手続を免れられるものでは

退ける。

ない。国内業者の訴えに当局が対応したという事
実では両者の共謀は立証されないし、実際、その
ような共謀はなかった。本件事業では、中国から

Ⅲ．解説

米国への輸入は全てAEDが、米国からメキシコ

A. 内国民待遇（NT）
・最恵国待遇（MFN）の判

への輸出は全てVentoが行っていた。AEDが米国

断基準（投資財産と投資家の区別）

に輸入した部品は、米国内で組立てられた後に、

NT・MFN違反の判断基準は各投資協定の文言

VentoによってNAFTA原産として輸出される。

に依存する。NAFTAの下では、①争われている

これは明白な経営戦略だが、SATによりNAFTA

措置が「待遇」に当たること、②申立人（投資家）

原産が否定されるリスクも伴っていた。米国政府

又はその投資財産が投資受入国又は第三国の投資

も、本件のSATの決定適用をNAFTAの下で争う

家又は投資財産と「同種の状況」にあること、③

ことはしていない。恣意性を理由としたNAFTA

当該措置が投資家又はその投資財産にとって「不

第1105条違反の訴えを退ける［paras.316-323］。

利な待遇」を構成することの3点が、違反を構成

（c）差別的取扱いの訴え
国籍に基づく差別についての申立人の請求は、
既に第1102条及び第1103条の文脈において扱っ

するための要件とされてきた。
一方で、NAFTAのNT・MFNには、①投資家（申
立人）に対して投資受入国又第三国の投資家より
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も不利な待遇を与えない義務（第1102条1及び第

銭的賠償を自らは受領できないという限界があ

1103条1）と、②投資家の投資財産に対して投資

る。逆に、ISDSが利用可能であれば、国籍国の

受入国又は第三国の投資家の投資財産よりも不利

同意がなくとも仲裁提起が可能であり、かつ、勝

な待遇を与えない義務（第1102条2及び第1103条

訴時には金銭的賠償を自ら受領できる。

2）を別個の条項で規定しているという特徴があ

それでは、物品貿易に関する規定に違反する措

る。もっとも、これまでのNAFTAの下での仲裁

置が、同時に、投資協定（章）の義務の違反も構

判断ではこれらの条項は一括して議論されること

成する場合にはどうなるか。この措置を投資協定

も多く、各条項の射程・関係が争点となった事案

（章）の下のISDSで争うこと自体を妨げる規定は

はなかった。

通常はない。したがって、実質的には「物品貿易

本仲裁判断の特徴のひとつは、仲裁廷が、投資

に関する紛争」であっても、物品の輸出者がこれ

家としての申立人に対する待遇を関連メキシコ投

を投資協定上の紛争に「加工」することができれ

資財産に対する待遇とは比較できないとして、各

ば、ISDSは利用可能となる。申立人がこのよう

条項に基づく請求を区別したことにある。結果、

な訴訟戦略を試み、一定程度成功した（仲裁廷に

申立人の第1102条1及び第1103条1に基づく請求

管轄権を認めさせるに至った）点にも、本件の事

は、
「同種の状況」等についての審査を行うまでも

案としての特徴を見ることができる。

なく退けられた。また、第1102条2及び第1103条2

本件のように輸出者の国籍国が国家間請求の提

に基づく請求も、投資家の投資財産の比較対象が3

起に関心を示さない場合には、ISDSは輸出者が

件の関連メキシコ投資財産に限定されたことで違

そ の 事 業 を 自 衛 す る 手 段 と な り 得 る。 ま た、

反立証の難易度が上がり、結果として退けられた。

WTO協定の下の紛争解決手続も、現在は上級委

この判断がNAFTAのNT・MFN規定の構造の独自

員の不在により終局的な紛争解決に困難が生じて

性に由来したものか、より一般的な射程を念頭に

おり、その代替的手段としてのISDS利用が検討

おいたものかは明らかではないが、少なくとも、

に値する状況も、今後は出てこよう。

同様の構造の規定を有する協定を利用するにあ
2）

たっては、留意が必要となる先例と言えよう 。

以下では、このような訴訟戦略の可能性と限界
について本件仲裁判断からどのような示唆と教訓
を読み取れるかを検討する。

Ｂ. 申立人の訴訟戦略
自由貿易協定（FTA）の物品貿易に関する規

C. 検討の枠組

定（関税率、原産地規則等）は通常は投資章以外

本件の事実関係に鑑み、下記で検討する「物品

に含まれ、これらの規定の違反の有無を巡る紛争

貿易に関する紛争」は「輸入国による国境措置（関

（以下、
「物品貿易に関する紛争」
）は、ISDSでは

税賦課、
数量制限）に関する紛争」のみに限定する。

なく国家間の紛争解決手続に付託される。WTO

投資協定仲裁で投資家側（輸出者）の請求が認

協定にも物品貿易に関する規定が含まれている

められるためには、①仲裁廷の管轄権が認められ、

が、 同 協 定 の 違 反 を 巡 る 紛 争 も 紛 争 解 決 了 解

②本案で被申立国（輸入国）による投資協定義務

（DSU）の規定する国家間の紛争解決手続に付託

の違反が認定される必要がある。それぞれについ

される。一方で、輸出者の側から見ると、国家間

て、どのような考慮が必要かを検討する3）。

の紛争解決手続（WTO協定に基づく紛争解決を
含む）には、①国籍国を説得して訴えを提起させ
る必要があり、②自社が被った損害についての金

D. 管轄権
実質的な「物品貿易に関する紛争」についての

2）日本が締約国となっている投資関連協定でも、同様の規定構造を取るものがある（例：CPTPP第9.4条1項及び2
並びに同第9.5条1及び2）。
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ISDSの利用が試みられた代表的な先例としては、

外は捕捉できないという限界がある。

Canadian Cattlemen v. USAがある。同事件では、カ

後者については、MST違反の認定の閾値の高

ナダの畜産業者である申立人が米国によるカナダ

さを鑑みれば、輸入国当局による通常の手続につ

産牛肉の輸入禁止をNAFTA第11章の下のISDSで

いてMST違反を立証することは、もともと困難

争ったが、仲裁廷は申立人が米国国内に投資財産

な試みであったといえよう。

を有さないとの理由で、自らの管轄権を否定した4）。

2. あり得る違反行為の類型

輸出者は通常はその拠点（投資財産）を輸出国内

輸入国の国境措置による貿易協定違反は、①貿

に有するところ、同判断を前提にすると、輸入国

易協定で禁止される輸入制限措置（譲許税率を越

側の輸入制限を争うことは通常はできなくなる。

えた関税率の適用
（WTO協定における該当条文
（以

本件申立人は、この課題の克服に結果的に成功

下同様）はGATT第2条）
、
数量制限（GATT第11条）
）

している。申立人は、輸入国内にJVを設立して

の導入、②輸入制限の差別的適用（GATT第1条、

自社の輸出品の販売等を行っており、ISDSの場

GATT第13条）
、③輸入制限措置の一貫性を欠く適

ではこのJVを投資財産とした主張を構成するこ

用（GATT第10条）の3種類に大別される。

とで、仲裁廷にその管轄権を認定させた。また、

①については、これ自体を投資協定義務の違反

仲裁廷は、申立人のJVのみでなく、Yamaha及び

と主張することは難しい。ただし、このような輸

Hondaの現地子会社も投資財産に該当すると認定

入制限措置が導入されないことが投資家が投資の

している。本判断に従えば、輸出者は、輸出先の

意思決定を行う上での前提となっており、かつ、

国に子会社等を設立し、これを経由して同国内で

投資受入国側が個別かつ明示の保証を与えていた

の自社製品の販売・流通等を行うことで、将来的

ような特殊な事実関係がある場合には、MST違

な貿易紛争においてISDSを利用する余地を確保

反等を構成する可能性は排除できない。

することが可能になる。

②については、投資家は自らが依拠するのと同
じ貿易協定を利用する他の投資家を特定し、これ

E. 本案

らの他の投資家に対して当該輸入制限が同様に適

1. 申立人の訴訟戦略

用されていないことを立証する必要がある。貿易

申立人は、①メキシコ政府による差別的待遇

協定上のMFN違反が認定されるような事例であ

（NT・MFN違反）
、②メキシコ政府によるMST違

れば、このような立証が可能となる余地はあり得

反（適正手続の欠如等）について請求を提起し、

る。ただし、本件からは、「他の投資家が行わな

いずれも退けられている。

いような個性的なビジネスモデル」を利用する投

前者については、申立人の敗因は、自社と同様
の輸出スキーム（NAFTAの特恵関税を利用して

資家であるほど差別的待遇に基づく請求は行いに
くくなるという限界も見て取れる。

輸出した産品を、輸出先に所在する投資財産を経

③については、輸入国の措置が著しく一貫性・

由して販売する）を利用した他の事業者を特定で

予見可能性を欠く場合にMST違反等が認定され

きなかったことにある。換言すれば、差別的待遇

る余地はあり得る。他方で、MST違反の閾値の

を理由とした請求には、同一の貿易協定（WTO

高さに鑑みれば、一貫性等の欠如の程度は相当に

協定、FTA等）を利用している他社の輸出入以

甚だしいものであることが求められよう。

3）実質的な「物品貿易に関する紛争」での投資家の損害の算定方法は別途の検討を要するが、本件仲裁判断は損害
額の判断まで至らなかったところ、本評釈では立ち入らない。なお、近年の投資協定には、このような場合の賠償額
を制限する意図で、「投資家としての損害」と「その他の地位に基づく損害」を規定上区別し、前者のみがISDSでの
賠償対象となることを明示するものもある（例：CPTPP第9.29条2）。
4）The Canadian Cattlemen for Fair Trade (formerly Consolidated Canadian Claims) v. United States of America ,
Award on Jurisdiction of 28 January 2008.
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海外紛争解決トレンド
（14）
韓国における国際仲裁の活性化の歴史

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 シニア・フォーリン・カウンセル

デービッド・マッカーサー

David Macarthur

アンダーソン・毛利・友常法律事務所

赤川 圭

弁護士

Kei Akagawa （翻訳協力）

ベルの成功は異例である。これはどのようにして

Ⅰ．はじめに

遂げられたのか、また、それが国際仲裁の分野で、

私は、2006年2月頃、日本の東京の法律事務所

韓国だけでなく世界的にどのような影響を与えた

で働き、会議に参加していた。私は、アメリカで

のか。また、日本を含む他の国・地域で学ぶべき

ビジネスロー・ファームで数年間働いた後、日本

教訓はあるか。日本に戻って、国内の大手法律事

の法律事務所に加入していた。学生の時以来、日

務所の1つに加入した私にとって、これらの質問

本に戻ってきて個人的な経歴を持ち、日本語を話

は重要であり、他の人たちにも興味を持ってもら

すことができて嬉しかったが、米国紛争弁護士の

いたいと思っている。本稿は、その歴史的経緯に

役割は期待していたほど大きくないことが分かっ

ついて説明するものである。

た。この会議には、ソウルから来ていたKap-You
（Kevin）Kim氏が講演者の一人として参加してい
た。彼のトレードマークの笑顔とエルメスのネク

Ⅱ．黎明期

タイ姿は、韓国の国際仲裁業界の活況を物語って

韓国では、1966年、初の国内仲裁法を制定し、

いた。私は興味をそそられた。会議の後、私は名

1970年、 独 立 し た 韓 国 仲 裁 機 関 が 設 立 さ れ、

刺を交換するためにKim氏に近づいた。そして、

1973年、ニューヨーク条約に署名することによ

私は、晩春にソウルのBae, Kim&Leeで彼と合流

り、早くから国際仲裁が定着した。1999年、韓

するため飛行機に乗った。

国は東アジアで初めて1985年国際商事仲裁に関

個人的には重大な決断であり、韓国での国際仲

するUNCITRALモデル法（
「UNCITRAL Model

裁の重要な時期でもあった。私がBae, Kim&Lee

Law 1985」を参照）を採用し、国内仲裁法を国

で参加した6人の小さなチームは、その後の10年

際基準と調和させた。

間で30人以上の熱心なプラクティスチームに成
長し、毎年GAR 100にリストされ、GAR 30にも
何度か名を連ねた。実際、毎年少なくとも3つの

Ⅲ．韓国における国際仲裁の成長

韓国の法律事務所がGAR 100に挙げられており、

韓国経済は1970、1980年代に急速な成長を遂

Kim&Changなどもそのひとつだ。
世界的にインターナショナル・ファームに支配

げ、1990年代には世界の貿易大国となった。そ
れに伴い、必然的に国境を越えた紛争が増加した。

されているこの分野では、特に韓国経済の相対的

ICCが韓国に関する統計を発表した最初の年であ

な規模を考えると、国内法律事務所によるこのレ

る1993年には、ICCの仲裁に参加している韓国側

52
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当事者は7であった1）。この数字は1998年には20

紛争を国際仲裁に付託することを要求する紛争条

を超え、2008年には30を超え、東アジアのはる

項が含まれており、その多くはICC規則を採用し

かに大きな隣国である中国（本土）と日本、そし

ていた。

て地域金融と商業の中心地である香港をも上回っ
2）

た 。

予想通り、これらの契約の多くはその後10年
間に紛争を引き起こし、韓国ではM&A後の紛争
が急増した。さらに、これらの事案は、比較的経
済的規模が大きく、複雑であり、しばしば（早期
に和解するよりも）終局的判断にまで至る傾向が
強かった。その結果、韓国の当事者は国際仲裁に
精通し、越境取引における紛争解決の方法として
国際仲裁を好むようになったと考えられる。

Ⅴ．韓 国の法律事務所はどのように対応
したのか
East Asian Parties to ICC Arbitrations, 1998-2009
出典：Arbitration Law of Korea3）

前述の通り、韓国のいくつかの法律事務所は、
この仲裁の波に乗り、世界ランキングでトップの
評価を受ける独自の仲裁チームを作ることに成功

これらの数字は、経済的影響力との不均衡を考

した。彼らは、アジア金融危機による事件の数と

えると特に重要であり、この傾向は過去10年間

質の増大だけでなく、韓国が外国法律事務所の韓

続いている。もちろん、ICCでの事件数は仲裁活

国への事務所開設について閉鎖的であったことに

動を測定するひとつの目安にすぎないが、ICCが

よる競争上の利益など、偶発的な状況の恩恵を受

世界的な標準であると広く考えられていることか

けており、この状況は2010年まで変わらなかった。

ら、重大な国際紛争の数が示唆されていると考え
ることはできる。

しかし、韓国の法律事務所は、このような恩恵
を受けるだけでなく、これらの状況を戦術的に利
用した。
第1に、当初はインターナショナル・ファーム

Ⅳ．国 際仲裁ブームのきっかけは何だっ
たのか

と共同受任し、国際仲裁の世界におけるベストプ

この時期の韓国の国際仲裁紛争の増加は、ある

務家や仲裁人のネットワークを拡大した。

ラクティスの経験とノウハウを習得し、著名な実

歴史的状況に起因する。韓国は、1990年代後半

第2に、シニアからジュニアのレベルまで、法

のアジア金融危機で最も打撃を受けた国のひとつ

的知識経験やドラフティング能力のある英語を話

として、580億米ドルの国際通貨基金（IMF）の

す外国弁護士を採用することで、仲裁チームを多

救済 を受け入れた。当該救済の結果として、大

様化し、ローカルチームの能力を向上させた。

量の韓国企業や企業グループの資産は、外国人投

Bae, Kim&Leeでこのようなチームに参加できた

資家に売り渡された。
これらの取引の大部分には、

のは幸運だった。他の国内法律事務所もこのモデ

1）ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol.6, No.1（1995年）。
2）ICC International Court of Arbitration Bulletin, Vol.19, No.1（2008年）
、Vol.20, No.1（2009年）、Vol.21, No.1
（2010年）。これらの数字には台湾の73当事者は反映されていない。
3）Arbitration Law of Korea: Practice and Procedure, published by Juris Publishing (http://www.jurispub.com/
Bookstore/Arbitration-Law-and-Practice/ARBITRATION-LAW-OF-KOREA.html)
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ルに従った。ローカルな人材と外国の人材の両方

ICCの決定によるものが1件と計4件あり、12件の

を活用した、これらの「ハイブリッド」又は「統

香港（ICC裁判所の決定による場合を含む）のみ

合された」仲裁プラクティスにより、間もなく、

が韓国を上回った。対照的に、2008年に提起さ

インターナショナル・ファームを相手方とする事

れたICC仲裁事件は中国本土では行われず、日本

案において、多くの場合有利に、単独又は主任弁

では3件しか行われておらず、いずれも当事者の

護士として顧客を代理できるようになった。

合意によるものであった。

第3に、韓国の法律事務所の第一人者たちが、

このように、これらの追加的な展開は、韓国の

純粋に保護主義的な戦略をとるよりも、韓国国際

仲裁人を増やし、韓国を仲裁地に選んだ韓国の国

仲裁実務会（KOCIA）などの地域機関を通じて、

内法律事務所の活発な活動によるものである。彼

積極的にノウハウを共有し、地域社会の発展に貢

らはまた、仲裁問題について法的な教育を行う強

献した。これは、韓国の法律事務所が、多くの案

力な体制も構築し、政府に働きかけ、業界をリー

件でインターナショナル・ファームと同じように

ドする最先端のヒアリングセンターの建設など、

代理活動ができるという顧客の安心感を醸成し、

韓国を仲裁地として魅力的にする事業への資金拠

韓国の法律事務所にとっての「パイを増やす」重

出を働きかけることにも大きな役割を果たした。

要な要素となった。

さらに、こうしたローカルでの活動が全体的に成
功したことで、法律業界へ優秀な人材を引き込む

Ⅳ．業界への他の影響

ことが可能となり、将来の成功に向けても寄与し
ている。

こうした自国発の仲裁能力の開発は波及効果を
もたらした。例えば、ICC仲裁においても、韓国
の仲裁人に会い、仲裁地を韓国に選定させること

Ⅶ．結

び

が一般的になった。
アジア金融危機後の十年間に、

以上のとおり、韓国では、アジア金融危機後の

韓国人仲裁人が関与するICCの仲裁事件数は、

韓国での仲裁の活性化と、現地の起業家的精神が

1998年の1件から2008年の10件へと劇的に増加し

相まって、強固な仲裁実務が発展し、持続的サイ

た（1人の単独仲裁人、7人の共同仲裁人及び2人

クルとなったのである。この成功の鍵となったの

のchairから成る）
。2008年には、中国本土からは

は、国内の競合法律事務所も協力してノウハウを

2人（共同仲裁人として）
、日本からは3人（共同

共有し、共同で実務を発展させたことであり、こ

仲裁人として）
、香港からは1人（chair）だった。

の取り組みがすべての参加者に利益をもたらした

同2008年に提起されたICC仲裁事件の仲裁地が韓

というのが現在の共通認識である。

国となったものは、当事者合意によるものが3件、

54
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国際商事仲裁ADR文献紹介（12）

関西大学大学院法務研究科教授

酒井 一

Hajime Sakai

取引の国際化に伴い企業が海外進出することも
稀でなくなった。欧米に始まりアジア進出が盛ん
になり、今後はアフリカ諸国に向かうであろう。
アフリカにおける裁判の動向を知ることも重要に
なってくる。判例評釈ではあるが、Nduka Ikeyi;
Emmanuel Onyebor, Ravelli v. Digitsteel
Integtated Services Ltd.: Does the Arbitration
and Conciliation Act Preclude the Arbitration of
Employment Disputes in Nigeria? Journal of
International Arbitration Volume 37, Issue 4
(2020) pp. 529 – 540を紹介しよう。
ナイジェリアの仲裁・調停法（Arbitration and
Conciliation Act）は、仲裁による商事紛争の衡
平かつ適正な解決のための統一的制度としての法
規とされる。ナイジェリアの国家産業裁判所は、
近時、Ravelli v. Digitsteel Integtated Services
Ltd.事件で、取引紛争法（Trade Disputes Act）
や1999年ナイジェリア連邦共和国憲法によって
仲裁・調停法の適用がされてはおらず、さらに仲
裁・調停法が労働関係紛争に適用されないことを
判示した。したがって、裁判所は、仲裁合意が労
働契約の一部を構成しており、労働紛争に関する
専属管轄権を有しているにもかかわらず、仲裁・
調停法に基づいて仲裁人を指名する管轄権を有し
ないとした。また、裁判所は、取引紛争に関する
仲裁について規定する取引紛争法によっても、同
法が仲裁・調停法の適用を排除しており、その申
立てに対する管轄権を行使することは認められな
いとした。
取引紛争法の適用はナイジェリア内の取引紛争

仲裁に限られ、裁判所がRavelli事件においてナ
イジェリア内の労働紛争に関する仲裁可能性の問
題について判断してはいないことを論証しようと
する。また、取引紛争法が労働紛争への仲裁・調
停法の適用を排除していないこと論じようとす
る。さらに、あらゆる労働紛争及びこれに起因す
る付随的紛争に関する裁判所の審理・判断権を前
提として、裁判所において実体的紛争が仲裁適格
を有すると判断した場合に、当事者が仲裁・調停
法を仲裁合意ないし仲裁手続の準拠法として選択
した事実によって、裁判所が仲裁に関する管轄権
を行使することが妨げられるか否かの問題を検討
する。
Ravelli事件では、元従業員が勤務していた会
社を相手方として、労働契約中に含まれていた仲
裁条項（あらゆる紛争は、交渉開始通知後60日
又は交渉開始後30日以内に解決に至らない場合
には、ナイジェリア仲裁法の規定にしたがった仲
裁によって解決される）に基づいて、仲裁人の指
定 が、 ① 労 働 契 約、 ② 仲 裁・ 調 停 法7条2項 ｂ、
③仲裁規則6、8条、④2006年産業裁判所法14章、
⑤2007年産業裁判所規則11節及び⑥裁判所固有
の権限に基づいて申し立てられた。
申立人は、仲裁・調停法が産業裁判所に労働関
係及びそれに付随する事件を審判する権限を付与
する憲法254条C（1）Ｋと一貫して解釈され、い
ずれも労働紛争に関する仲裁・調停法上の申立て
を排除していないと主張した。この解釈は、仲裁・
調停法が産業裁判所に労働紛争に関する管轄権を
付与することを前提とする。申立人は、仲裁・調
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停法が規定する「裁判所」が文言上は産業裁判所
を含まないとしながら、同法及び憲法の目的的解
釈による適用を主張した。
判決では、産業裁判所は仲裁・調停法を適用で
きず、仲裁・調停法は労働紛争に適用されないと
判示された。憲法が取引紛争法によって産業裁判
所に労働事件に関する管轄権を付与することを根
拠とした。産業紛争法は、仲裁・調停法の適用を
排除するとされた。また、労働紛争が仲裁・調停
法が対象とする商事紛争に含まれず、産業裁判所
が同法の裁判所にあたらないとされた。
取引紛争法は産業仲裁廷における取引紛争のた
めの仲裁にのみ適用され、仲裁・調停法上の商事
紛争に限られる。労働紛争は取引紛争法が適用さ
れる取引上の紛争と異なるので、Ravelli事件で
は、取引紛争法を適用し、産業裁判所が申立てに
ついての管轄を有するか判断する必要はなかった
のである。
仲裁・調停法の対象となる「商事仲裁」の解釈
によっては同法により申立てが認められる余地が
あった。しかし、商事とは「物品取引又は…役務
の交換」を提供するものであり、労務の提供は含
まれないとされた。もっとも、裁判所において、
労働紛争がナイジェリアで仲裁適格を有しないと
も判断してはいないことは重要である。
憲法は、民事及び雇用関係に起因あるいは関連
する紛争における専属管轄を産業裁判所に付与す
る。雇用関係に付随する紛争として労働紛争が含
まれるか議論がありえる。
目的的解釈により、産業裁判所に対する仲裁人
指定の申立ては憲法が定めた管轄権に付随する事
件に属することになるとする申立人の主張も退け
られた。
しかしながら、裁判所が申立てに関する管轄権
を行使する理論がありえた。すなわち、仲裁の法
的基礎は、
当事者自治の観念に基づく契約にある。
仲裁廷の権威は制定法ではなく、当事者の合意に
発するので、当事者自治が仲裁の基盤となる。仲
裁法における当事者自治は契約の自由の原則に基
づく。仲裁は、
その起源からして制定法ではなく、
契約慣習法や自然的正義にしたがって実施される
べきである。
慣習法における実務は完全ではなく、
補充が必要であり、制定法による介入が必要とな

56

る。制定法は、当事者に対する仲裁申立てに関す
る拘束力を強化し、仲裁判断の執行を容易にし、
慣習法の実務に顕著な欠点を矯めるために介入す
るのである。
仲裁は、仲裁・調停法や取引紛争法その他これ
に関連する法規の枠組み外で実施されるのであ
る。しかし、こうした仲裁は、慣習法上の仲裁に
内在する欠陥に悩まされる。Ravelli事件におい
て、仲裁が仲裁・調停法に列挙されたものとされ
ると、労働契約に列挙されている仲裁を慣習法下
の仲裁として扱うか否かが争われることになった
のである。
Ravelli事件では、当事者が仲裁・調停法を準
拠法として選択しており、申立てが同法に基づい
てされており、慣習法上の仲裁と扱うことはでき
なかったであろう。特段の事情がない限りは当事
者の法選択は尊重される。
Ravelli事件では、産業裁判所は、仲裁・調停
法の選択が当事者の意図しない不合理な結果をも
たらすという意味において、不合理であるとして
適用しないことができた。
仲裁合意の準拠法として仲裁・調停法が排除さ
れると、慣習法上の契約原則や仲裁法を適用する
道が開かれる。前者は、仲裁合意の有効性の問題
であり、契約及び実質仲裁合意の準拠法の問題と
なる。明示の法選択がない場合には、抵触法規則
にしたがって決められる。後者は、裁判所が仲裁
に対する監督権限行使に関わる手続法の問題であ
り、産業裁判所法や同規則その他の法律によって
決まるか争われる。裁判所が権限の決定・行使に
関しては他の裁判所の規律を適用しないとの原則
が確立しており、国際商事仲裁にも妥当する。ナ
イジェリアの裁判所は英国仲裁法を適用しない。
英国裁判所が準拠法として選択された仲裁・調停
法を適用することもない。当事者によって明示的
に選択された法は、仲裁手続を規律することが
あっても、裁判所の手続に適用されることはない。
産業裁判所が仲裁人を指名する権限を有するか否
かの問題は、当事者が選択した法ではなく、産業
裁判所構成法によって決せられる。法律に明文の
規定がない場合には、固有の権限あるいは自然的
正義の原則に立ち返ることになろう。
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知的財産紛争実務の課題と展望（3）

標準必須特許を巡るライセンス交渉・紛争に関する近時のデュッセルドルフ地方裁判所の決定と
その示唆
（上）

長島・大野・常松法律事務所

東崎賢治

弁護士

長島・大野・常松法律事務所
1）

羽鳥貴広

Kenji Tosaki

弁護士

Takahiro Hatori

られる。
Ⅰ．はじめに

SEPに関しては、従前から、ホールドアップ、

Ⅱ．本決定について

ホールドアウト、ロイヤルティスタッキング等の
（以上、本号）

問題が指摘されてきた4）5）。これらを踏まえ、各

（以下、次号）

国において、標準化団体（以下「SSO」）に対し、

Ⅲ．検討

F R A N D（F a i r R e a s o n a b l e A n d N o n

Ⅳ．おわりに

Discriminatory）6）宣言がされたSEPに基づく差
止請求権の行使は、制限される場合があると考え
られている7）。
我が国では、アップル対サムスン仮処分事件に

Ⅰ．はじめに

おける知的財産高等裁判所（以下「知財高裁」
）の

現在、我が国を含め、米国、ドイツ、英国、中

決定（以下「アップル決定」
）により、FRAND宣

国など世界各地において、標準必須特許（以下

言をした特許権者によるSEPに基づく差止請求権

「SEP」
）を巡るライセンス交渉・紛争（以下「交

の行使について、SEP実施者において、①特許権

渉等」）が注目を集めている。SEPとは、標準2）

者がFRAND宣言をしたことに加え、②SEP実施者

規格に準拠した場合に実施が不可欠な発明に係る

がFRAND条件によるライセンスを受ける意思を有

特許をいい3）、情報通信技術分野において多くみ

する者であるとの主張立証に成功した場合には、

1）2020年12月から、Gleiss Lutz ミュンヘンオフィスにおいて研修中である。
2）「標準」の意味、目的・意義、その種類等については、鈴木將文「標準必須特許の権利行使を巡る法的問題」
RIETI Discussion Paper Series 15-J-061（2015年12月）（https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/15j061.pdf）3
～4頁（最終閲覧日：2021年1月18日。以下、本稿におけるURLについて同じ）。
3）特許庁「標準必須特許のライセンス交渉に関する手引き」（平成30年6月5日）（https://www.jpo.go.jp/support/
general/sep_portal/document/index/guide-seps-ja.pdf）1頁。
4）これらの意義等は、鈴木・前掲注2）、2頁や特許庁・前掲注3）、1頁参照。
5）鈴木將文「標準必須特許を巡る法的問題―国際動向と日本の対応の考察」RIETI Discussion Paper Series 18-J020（2018年5月）（https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/18j020.pdf）2頁も参照。
6）RANDとされる場合もあるが、本稿ではFRANDを用いる。
7）特許庁・前掲注3）1頁。SEPに基づく権利行使については、損害賠償請求権の制限も問題となるが、本稿では、
この点には立ち入らない。
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権利の濫用（民法1条3項）として制限されること、

月以降、産業構造審議会知的財産分科会特許制度

ライセンスを受ける意思を有しないとの認定は厳

小委員会において、SEPを巡る異業種間交渉に

8）9）10）

格にされるべきことが明らかにされた

。し

関し、非差別的なロイヤルティの考え方、合理的

かし、同事件以降、FRAND宣言されたSEPに基づ

なロイヤルティの算定、ライセンス交渉先をどう

く権利行使に関して判断を示した裁判例は極めて

すべきかなどが問題となることが指摘され、議論

少なく11）、最高裁判所が判断したものは1件もない。

されてきた14）。

もっとも、IoT技術の進歩により、SEPを巡る

他方、米国やドイツにおいては、実際に、自動

交渉等の重要性は高まった。しかも、従前は、

車業界と情報通信技術のSEP保有者との間の紛

SEPを巡る交渉等は、両当事者とも情報通信技術

争が顕在化し15）16）17）、ドイツにおいて、既にい

分野の企業であるものが中心であったが、IoT技

くつかの判決・決定が出された。SEPを巡る交

術の進歩により、SEPを保有する情報通信分野の

渉等が、全世界的なものであり、技術の発展によ

企業とSEPを利用する異業種企業との間のもの

り、今後、様々な業界に関連してくると予想され

や、製品のサプライチェーンにおける多くの主体

るから、これらの判決等をフォローすることは重

12）

が関連するものも想定されるようになった 。こ

要である。

れを踏まえて、特許庁は、2018年6月5日、SEP

そこで、本稿では、近時、多くの重要な判断が

に係る各国の裁判例等を踏まえて策定した「標準

されているドイツの裁判所の判断のうち18）、2020

必須特許のライセンス交渉に関する手引き」
（以

年11月26日のデュッセルドルフ地方裁判所の、

13）

下「手引き」
）を公開した 。さらに、2019年9

Nokia Technologies Oy（ 以 下「Nokia」
）v.

8）知財高決（特別部）平成26年5月16日判時2224号89頁。
9）アップル対サムスン事件の知財高裁判決及び決定の内容や意義について、松田俊治『ライセンス契約法』（有斐閣、
2020年）219～251頁、295～304頁など参照。
10）アップル対サムスン事件の知財高裁判決及び決定は、特別部によるものであり、重要な意義を有するものである
が、最高裁判所による判断ではないため、拘束力はない。また、当該判決及び決定から既に6年が経過し、その間に、
世界各国の裁判所において、SEPに係る紛争について、多数の判断が出され、また、各国の当局が様々な見解等を出
してきた。これを踏まえると、当該判決及び決定は、引き続き参照されるものであるが、将来においては、議論の進
展を踏まえた新たな判断がされる余地がある。
11）東京地判平成27年2月18日（平成25年（ワ）第21383号・裁判所ウェブサイト）。
12）例えば、
異業種間の利害対立について、
潮海久雄「IoT関連発明の標準必須特許の権利行使－競争法の視点から－」
A.I.P.P.I. Vol. 65 No.8 (2020) 2頁。
13）特許庁・前掲注3）なお、手引き公開後も、特許庁により、SEPに関する各国の裁判例や公的見解に係る調査研
究の結果として、一般財団法人知的財産研究教育財団知的財産研究所「標準必須特許を巡る紛争の解決実態に関する
調査研究報告書」
（ 平 成31年3月 ）
（https://www.jpo.go.jp/resources/report/sonota/document/zaisankenseidomondai/2018_10_zentai.pdf）
、同「標準必須特許を巡る国内外の動向について（裁判及び調停・仲裁による紛争解
決の実態）の調査研究報告書」
（令和2年3月）
（https://www.jpo.go.jp/support/general/sep_portal/document/index/
chosahokoku_zentai.pdf ）が公開されている。
14）産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会「AI・IoT技術の時代にふさわしい特許制度の在り方－中間
とりまとめ－」（令和2年7月10日）（https://www.jpo.go.jp/resources/shingikai/sangyo-kouzou/shousai/tokkyo_shoi/
document/200710_aiiot_chukan/01.pdf ）46～48頁。
15）米国：Continental Automotive Systems Inc., v. Avanci, LLC, et al, (Case 5:19-cv-02520).
16）ドイツ：Nokia v. Daimler（マンハイム地方裁判所（2 O 34/19）、デュッセルドルフ地方裁判所（4c O 17/19）。
ミュンヘン地方裁判所（21 O 3891/19）など）、Sharp v. Daimler（ミュンヘン地方裁判所（7 O 8818/19））。
17）日本においても、シャープ株式会社が、テスラモーターズジャパン合同会社による通信装置を搭載した電気自動
車の輸入・販売行為が、シャープ株式会社の保有するLTE関連特許を侵害すると主張して、2020年1月31日、2月3日
及び3月19日に、差止め請求訴訟を提起しており、同様の交渉等が活発になると思われる。（参照：https://corporate.
jp.sharp/news/200323-c.html）

58

68巻3号［2021.3］

57-63_知的財産紛争実務の課題と展望（3）.indd 58

2021/03/02 11:14

連載：知的財産紛争実務の課題と展望（3）

Daimler AG（以下「Daimler」
）について、欧州

踏 ま え る と、SSOが 設 定 し た 技 術 標 準 に 係 る

司法裁判所（以下「CJEU」
）へ付託する旨の決

SEP保有者が、当該SSOに対し、FRAND条件で

19）

定（以下「本決定」
） （欧州連合の機能に関す

ライセンスを付与する旨の取消不能な宣言を行っ

る条約（以下「TFEU」
）267条20））を紹介する（後

ている場合、当該SEP保有者と被疑侵害者（SEP

記Ⅱ）
。その上で、今後のSEPを巡る交渉等への

実施者）は、基本的に、以下の枠組みでライセン

示唆を検討する（後記Ⅲ）
。

ス交渉を行うことになる。

なお、本稿における見解は、筆者らの個人の見
解であり、所属する法律事務所の見解ではない。

（1）S EP保有者は、差止め22）等請求訴訟に先
立ち、被疑侵害者に対し、被疑侵害特許

Ⅱ．本決定について
まず、本決定の前提として、ドイツ・欧州連合

及び被疑侵害行為を特定して、警告を行
わなければならず（侵害警告）、
（2）被 疑 侵 害 者 が、SEP保 有 者 に 対 し、

加盟国（以下、この意味で「欧州」
）における

FRAND条件でライセンス契約を締結する

SEPに 基 づ く 権 利 行 使 と そ の 制 限 に 関 す る

意思を表明した場合（ライセンス契約締

Huawei v. ZTE事件のCJEU判決（以下「Huawei

結意思の表明）、SEP保有者は、被疑侵害

21）

判決」
） の枠組みを概観する（後記1）
。その上で、

者に対し、実施料及びその計算方法を示

本決定の事案の概要とCJEUへの質問の内容を紹

し、FRAND条件を特定した書面によるラ

介する（後記2）
。

イセンスオファーをしなければならない。
（3）被 疑侵害者は、このライセンスオファー

1. ドイツ・欧州におけるSEPに基づく権利行使

に対し、その分野において承認された商

とその制限

慣行及び信義則に従い、誠実かつ真摯に

Huawei判決は、ドイツ・欧州において、SEP

対応しなければならず、提示されたライ

に基づく権利行使が、一定の場合に、独占的地位

センスオファーを受け入れることができ

の濫用として、TFEU102条違反（競争法違反）

ない場合には、SEP保有者に対し、迅速

となり、制限されることを明確にした。同判決を

にかつ書面で、FRAND条件での具体的な

18）前掲注16）に係る判決等に加えて、例えば、Bundesgerichtshof, Judgement of 5 May 2020, KZR 36/17（Sisvel v.
Haier）
、Oberlandesgericht Düsseldorf, Judgement of 22 March 2019, I-2 U 31/16（Unwired Planet v. Huawei）など。
なお、Bundesgerichtshofとは、連邦通常裁判所のことであり、民事事件及び刑事事件を取り扱う最上級審である。ま
た、Oberlandesgerichtとは、高等裁判所のことである。ドイツの裁判所制度については、https://rnavi.ndl.go.jp/
politics/entry/German-Courts.php 参照。
19）Landgericht Düsseldorf, Decision of 26 November 2020, 4c O 17/19.
なお、本決定におけるCJEUへの質問の英訳は、Dr. Matthias Sonntag and Dr. Christian von Köckritz,
““CONNECTED CAR PATENT WARS” – CJEU IS GIVEN THE OPPORTUNITY TO CLARIFY THE FRAND
NEGOTIATION SCHEME SET FORTH IN HUAWEI V ZTE, ALSO WITH RESPECT TO MULTI-TIER
SUPPLY CHAINS” (https://www.gleisslutz.com/en/Connected_Car_patent_wars.html) など参照。
また、本決定については、JETRO デュッセルドルフ事務所「デュッセルドルフ地方裁判所、標準必須特許のライ
センス交渉に関する質問を欧州連合司法裁判所に付託」（2020年11月27日）（https://www.jetro.go.jp/ext_images/_
Ipnews/europe/2020/20201127_1.pdf）も参考。
20）EU加盟国の裁判所は、EU法に関して不明な点が存在する場合などにおいて、CJEUに対し、その点を質問し、
先決裁定を求めて、事件を付託し、CJEUが、その質問に回答する形で、先決裁定をし、EU法に関する解釈を示すも
のである。この手続について、中西優美子「法学叢書 EU法」（新世社、2012年）239～253頁参照。
21）CJEU, Judgement of 16 July 2015 C-170/13.
22）Huawei判決における「差止め等」とは、差止め及びリコールのことであり、加えて、廃棄も含まれると考えら
れている。
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カウンターオファーを提示しなければな

おり24）、我が国の裁判例においても、FRAND条

らない。また、ライセンス契約が締結さ

件で、取消不能なライセンスを許諾する用意があ

れる前に、被疑侵害者が当該SEPに係る

る旨の宣言をしたSEP保有者は、信義則に基づ

発明を実施していた場合には、当該被疑

き、SEP実施者との間でFRAND条件でのライセ

侵害者は、カウンターオファーが拒絶さ

ンス契約の締結に向けた交渉を誠実に行うべき義

れた時から、当該分野において承認され

務を負担する旨が判示され、実際に、ライセンス

た商慣行に従い、適切な担保を提供しな

契約の交渉過程について、詳細に認定された上で

ければならない。

損害賠償請求の可否が判断されており25）、我が国
の特許権に基づく差止め等の請求の成否において

そして、例えば、SEP保有者が侵害警告を行っ
たが、被疑侵害者がライセンス契約締結意思を有

も、Huawei判決やそれに続く欧州各国の裁判所
の判断が参考になると思われる。

していない場合や、被疑侵害者がライセンス契約
締結意思を表明したのに応じて、SEP保有者が

2. 本決定の概要

FRAND条件での適切なライセンスオファーを

（1）事案の概要

行った場合は、当該SEPに基づく差止め等の請

本件は、LTE標準にとって必須のものである

求は、TFEU102条に違反しないと判断され得る。

とデュッセルドルフ地方裁判所が認定した欧州特

逆に、SEP保有者が侵害警告を行わずに提訴し

許EP 2087629 B126） の 保 有 者 で あ るNokiaが、

た場合や、SEP保有者が提示したライセンスオ

Daimlerが当該特許のドイツ部分を侵害している

ファーの条件がFRAND条件でない場合などは、

と主張して、差止め等を求めて提訴した事件であ

当該SEPに基づく差止め等の請求は、TFEU102

る。なお、Nokiaの親会社（特許出願人）は、当

条に違反すると判断され得る。

該特許がLTE規格に必須のものであると考え、

このように、Huawei判決により、欧州各国にお
けるSEPを巡るライセンス交渉等に関する一般的

2014年9月17日、欧州電気通信標準化機構（ETSI）
に対し、FRAND宣言を行っていた。

な枠組みが提示された。そして、残された法的問

本件において、Nokiaが上記特許に係る特許権

題については、Huawei判決以降、欧州各国の裁判

を侵害すると主張したDaimlerが製造・販売する

所において、様々な判断が示されてきた23）。

車両には、TCU（テレマティクス制御ユニット）

Huawei判決やそれに続く欧州各国の裁判所の

が搭載されており、これにより、当該車両は、

判断は、我が国の特許権に基づく差止め等の請求

LTEネットワークを介して、インターネットに

の成否に直接適用されるものではないが、我が国

接続することができる。もっとも、Daimlerは

の企業にとっても実務上は極めて重要である。欧

TCUを製造しておらず、当該車両に設置可能な

州特許又は欧州各国の特許であるSEPを保有す

TCUをTier 1のサプライヤーから調達している。

る我が国の企業や、SEPを利用する事業を欧州

Tier 1のサプライヤーは、別のTier 2のサプライ

において営む我が国の企業については、欧州各国

ヤーから、TCUの製造に必要なNAD（ネットワー

の特許権に基づく差止め等の請求の成否という点

ク・アクセス・デバイス）を調達し、Tier 2のサ

で直接関係する。その上、日本法との関係でも、

プライヤーは、Tier 3のサプライヤーから、NAD

手引きがHuawei判決の枠組みを元に作成されて

の製造に必要なチップを調達している。（後記図

23）特許庁・前掲注3）7頁以下、鈴木・前掲注5）8～15頁、前掲注13）の報告書など参照。
24）ただし、手引きそれ自体に法的拘束力はない（特許庁・前掲注3）3頁）
。
25）知財高判（特別部）平成26年5月16日判時2224号142頁。
26）当該特許に対して、Daimler及び本件訴訟の参加人のうち2社が、連邦特許裁判所（Bundespatentgericht）に対し、
無効訴訟を提起したが、本決定日時点では、当該訴訟の判決は出されていなかった。
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Value Chain License Model）は、Tier1モデルを

TCU
Daimler

書簡による回答・提訴後カウンターオファー

Nokia

侵害警告・ライセンスオファー・差止め訴訟
無制限のライセンス契約締結拒否、
口頭審理後
無制限のライセンスのオファー
拒否

TCU
ライセンス要求

Tier 1

補足するもので、Tier1のサプライヤーは、研究
開発とコネクテッドカーの生産のための独自の限
定的なライセンスを付与されるが、それ以外の場
合は顧客である自動車メーカーにライセンスを仲
介してもらったいわゆる下請製造権を介して
TCUを生産する権利が与えられることを規定し
ている。
なお、Nokiaは、2020年9月3日の口頭審理後に、

NAD

ライセンス要求

Tier 2

Tier 1のサプライヤーに対し、TCUを製造販売
することについての無制限のライセンスを供与
し、自動車メーカーと当該サプライヤーの他の顧
客にライセンスを供与する、オートモーティブラ
イセンス契約のオファーを提示した。他方で、

チップ

Nokiaは、ライセンスを求めていたTier 2のサプ

Tier 3

図：本件の状況

ライヤーに対しライセンスオファーを行わなかっ
た。
本件では、Nokiaによる差止め請求訴訟の提起

参照。
）
Nokiaは、2016年3月、Daimlerに対し、侵害警
告を行った。Daimlerは、同年6月10日付け書簡
で回答した。これに対し、Nokiaは、同年11月9
日及び2019年2月27日に、Daimlerに対し、ライ
センスオファーを行い、同年3月に本件を提訴し
た。Daimlerは、同年5月19日及び2020年6月10日
に、Nokiaに対し、カウンターオファーを行った。
DaimlerのTier 1のサプライヤー及びTier 2の
サプライヤーが、それぞれNokiaに対し、ライセ
ンス契約の締結を要求し、その意思を表明したと
ころ、Nokiaは、2017年5月17日付けで、Tier 1
モデルと呼ばれる契約アレンジのオファーを提示
した。このモデルでは、自動車メーカーにのみ付
与されたライセンスをTier1のサプライヤーが支
払うことになっている。Nokiaが提示した2019年
7月27日 付 け のCVVCL（Connected Vehicle

が、独占的地位の濫用としてTFEU102条に違反
するかが問題となった。特に、SEP保有者は、
サプライチェーンのどの主体に対して優先的に
FRAND条件でのライセンスを付与しなければな
らないのかなどが問題となった。この点について、
Nokiaは、誰に付与するかをSEP保有者が自由に
決 め る こ と が で き る と 考 え て い る。 他 方 で、
Daimlerは、TFEU102条を踏まえると、また、本
件特許についてNokiaの親会社によってFRAND
宣言がなされていることを踏まえると、ライセン
スを求められた場合には、全ての者に対してライ
センスを付与しなければならず、自動車業界の慣
行に従い、サプライヤーに対して優先的にライセ
ンスが付与されなければならないと考えている。
なお、デュセルドルフ地方裁判所は、Nokiaに
対し、本決定に対して抗告する機会を付与したと
ころ、Nokiaは、2020年12月10日、当該抗告を行っ

27）Mathieu Klos, “Nokia challenges CJEU referral of Düsseldorf Regional Court” dated 11 December, 2020.
(https://www.juve-patent.com/news-and-stories/cases/nokia-challenges-cjeu-referral-of-dusseldorf-regional-court/ )
28）Florian Mueller, “Dusseldorf Regional Court stands by CJEU referral of patent licensing questions, Nokia's
interlocutory appeal goes up to Dusseldorf Higher Regional Court” dated 15 January, 2021. (http://www.fosspatents.
com/2021/01/dusseldorf-regional-court-stands-by.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=
Feed%3A+fosspatents%2FzboT+%28FOSS+Patents%29 )
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た27）。しかし、デュッセルドルフ地方裁判所が本

b）サプライチェーンのいかなる段階のサプラ

決定を覆さなかったため、デュッセルドルフ高等

イヤーに対しても優先的にライセンスを付与

28）

裁判所が当該抗告を審理するとのことである 。
（2）CJEUへの質問の内容

す る 義 務 が あ る の か、 そ れ と も、 サ プ ラ イ
チェーンの最終段階における最終製品販売者

デュッセルドルフ地方裁判所は、本件の審理を

のすぐ1つ上流の段階で活動している特定のサ

停止し、TFEU102条との関係で、①多段階のサ

プライヤーに対してのみ優先的にライセンス

プライチェーンにおけるFRAND条件でのSEPを

を付与する義務があるのか。この点でも、一

巡るライセンス付与の問題及び②Huawei判決の

般的なビジネス慣行が決定的な意味を持つか。

要件の更なる明確化について、CJEUに先決裁定
を求める旨を決定した。具体的な質問の内容は以

2. 競争法における独占的地位の濫用の禁止は、

下のとおりである。

最終製品の販売者（及び、該当する場合には、
最終販売者の上流にいる標準実施部品の購入

A. サプライヤーに対して優先的にライセンス

者）において、標準実施部品が意図されてい

を付与する義務はあるか？

た目的で使用された場合に、当該販売者、購
入者が、特許権侵害を回避するために、SEP

1. サプライチェーンの下流で市場活動してい

保有者から、当該部品のサプライヤーが受け

る 企 業 が、SSOが 設 定 し た 技 術 標 準 に 係 る

たのとは別のライセンスを必要としないとい

SEPの保有者で、SSOに対しFRAND条件での

う意味で、当該部品のサプライヤーに、当該

第三者へのライセンス供与について取消不能

標準実施部品について、特許法におけるあら

な宣言を行ったSEP保有者から特許権侵害の

ゆるタイプの実施をカバーするFRAND条件で

差止め請求訴訟を提起された場合、当該特許が

の無制限ライセンスが付与されることを求め

不可欠とされている標準又はその一部が、被疑

ているのか。

侵害者である当該企業が調達した部品におい
て既に実施されており、かつ、当該部品のサプ

3. 質問1.に対する回答が否定的なものである

ライヤーが、標準実施部品について、特許法に

場合：TFEU102条は、SEP保有者が、同一の

おけるあらゆるタイプの実施をカバーする

生産・供給の流れ（サプライチェーン）の異

FRAND条件での無制限ライセンスを受ける意

なるレベルのどの潜在的特許権侵害者に対し

思を有しているにもかかわらず、当該SEP保

て特許侵害の差止め請求訴訟を提起すべきか

有者が当該サプライヤーに対してそのような

を決定する際に適用すべき基準に関して、質

条件のライセンスを付与することを拒絶した

的、量的及び／又はその他の特別な要件を課

ときは、当該企業は、TFEU102条における独

しているか。

占的地位の濫用であるとの抗弁を主張できる
か。
B. Huawei判決の要件の更なる明確化
a）このことは、特に、最終製品販売者が事業
を行っている関連業界において、サプライヤー

1. SEP保有者とSEP実施者が相互に履行すべ

が供給する部品において実施されている特許

き義務（侵害警告、ライセンス要求、FRAND

に関する知的財産権が、当該部品のサプライ

ライセンスオファー、サプライヤーへの優先

ヤーがライセンスを取得することによって解

的なライセンスオファー）は、訴訟前に履行

決されるのが慣行である場合、適用されるか。

されなければならないとされているにもかか
わらず、係属中の裁判手続でこれらの義務を
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連載：知的財産紛争実務の課題と展望（3）

履行することにより、訴訟前の段階で履行し

止め請求が認められなければならないのか。

なかった義務を補うことはできるか。
b）SEP実施者がカウンターオファーで提示し
2. 本件の全事情を総合的に評価することによ

たライセンス条件から、適切なライセンスの

り、FRAND条件（その時点では、まだ正式な

要求がなかったことを推定し、その結果、
（SEP

ライセンスオファーが提示されておらず、予

実施者によるカウンターオファーに先立って

見できない）がいかなるものでも、SEP実施

提示された）SEP保有者自身のライセンスオ

者がSEP保有者とFRAND条件でライセンス契

ファーがFRAND条件に相当するかどうかを事

約を締結する意図及び意思が明確かつ一義的

前に判断することなく、SEP保有者による差

に示されているといえる場合に限って、SEP

止め請求が認められなければならないのか。

実施者が十分なライセンス要求を行ったとみ
なすことができるのか。

c）適切なライセンス要求がないことを推定さ
せるカウンターオファーのライセンス条件が、

a）侵害者が数か月間侵害警告に応答しなかっ

FRAND条件に適合しない条件であることが明

たことは、原則として、当該侵害者がライセ

白ではない条件である場合、または、最高裁判

ンスの取得に関心がないことを示すことにな

所によりFRAND条件に適合しないものである

り、口頭でのライセンス要求がなされていた

と明らかにされていない条件である場合には、

としても、ライセンス要求が行われなかった

そのような結論（筆者ら注：適切なライセンス

とみなされ、その結果、SEP保有者による差

要求がないとの推定）は認められないのか。
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紛争解決条項のヒント
仲裁合意違反に対する制裁を規定する仲裁条項
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。
一方の当事者がこの仲裁合意に反して訴えを提起した場合、その訴えを却下するために他方の当
事者が負担した全ての費用（弁護士の報酬及び費用を含む。
）を当該一方の当事者は負担しなければ
ならない。
All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract shall be
finally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of The Japan
Commercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be Tokyo, Japan.
If one party files a lawsuit in a court in contravention of the above arbitration agreement, such party
shall bear all costs, including attorney's fees and expenses, incurred by the other party to dismiss the
action.
今月の紛争解決条項のヒントは、
「仲裁合意違反に対する制裁を規定する仲裁条項」についてです。契
約書に仲裁条項がある場合であっても、契約当事者の一方がこれに違反して裁判所に訴訟を起こすこと
があります。自国の裁判所に駆け込むのが典型例です。もちろん仲裁合意の有効性に疑義があり、その
効力はないとの判断に基づいて真摯に提訴する場合もありますが、そうではなく、仲裁合意が有効であ
ることは分かっていながら、戦術的に提訴することもあります。すなわち、支払いをせざるを得なくな
るタイミングを遅らせるためとか、裁判所での手続に巻き込むという面倒をかけて和解条件を有利にす
るためといった戦術に基づく提訴です。
このような場合、訴えの被告とされた当事者の対応としては、必ずしも、裁判所に仲裁合意に基づく
妨訴抗弁を提出して、訴えの却下を求めるという正攻法だけではありません。正攻法をとる場合、妨訴
抗弁が認められれば、裁判手続はできなくなり、仲裁で紛争を解決することになりますが、一定の時間
と弁護士費用等のコストがかかるとともに、訴えの却下が認められるか否か、それが認められても仲裁
で勝つことができるのか否か、相手方に支払いを命ずる仲裁判断が得られるとしても、その仲裁判断は
相手方の資産に対して強制執行をすることができるのか否か等を冷静に予測しなければなりません。そ
れらの予測の結果、もし明るい見込みが得られなければ、自らも仲裁合意の利益を放棄して応訴して、
その裁判所での本案審理によって紛争を解決するという選択をすることが考えられます。この場合、相
手方の国での裁判によって紛争解決をすることになることが多いと思われます。
上記のような判断をするに当たって、仲裁条項に反して提訴した当事者に対して被告とされた当事者
がその訴えを却下するために支出した全ての費用を負担することになるのであれば、正攻法を選択しや
すくなるというメリットがあります。本来、相手側の国での裁判ではなく、JCAA仲裁を選択したという
価値判断があったわけですから、相手方の邪な戦術に屈するのは不本意な選択であり、仲裁による解決
が有利なはずです。上記の条項の下線部のような規定はこれを実現するための手当です。この妨訴のた
めの費用請求は「この契約に関連して生ずる」ものですので、この仲裁条項の適用範囲に入り、同じ仲
裁廷に判断してもらうことになります。
なお、下線部のような定めがなくても、この費用の請求はできるのではないかとも考えらえますが、
提訴することは本来は権利として尊重されるべきことですし、損害の範囲について争いが生ずることも
あり得ますので、上記のような明示的な定めを置いておく方が望ましいと思われます。
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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。
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）
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。
3月
5日
（金）
小林和弘

弁護士

12日
（金）
岡田春夫

弁護士

19日
（金）
古川智祥

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。
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
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
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）
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）
3月8日
（月） 3月22日
（月）
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物品の一時輸出入の免税には
通関手帳

“ATA カルネ”が便利です

ATA カルネは物品のパスポート 世界７7 ヵ国でご利用いただけます
これまでに約 32,000 社のご登録、ご利用をいただいております
＊台湾向けには、別途ＳＣＣカルネがご利用いただけます＊

6 月から自社にいながら手続きできるカルネオンライン申請のみとなります
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。
＊ログイン画面で申請の受付状況もわかります＊
詳細はカルネウェブサイト https://carnet.jcaa.or.jp をご覧ください
≪カルネが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
一般社団法人
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日本商事仲裁協会 カルネ事業部 TEL：03-5280-5171

ata-carnet@jcaa.or.jp
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西 田法 務 研 究 所 通 信
弁護士渡部 友一郎 著

「法律英単語 2100」
（日本加除出版、2021 年 1 月）

「TOEIC や TOEFL、大学受験でも英語の勉強方法は確立していて、一番大切なのは語彙力です。
ところが、法律英語では語彙力を身につける単語帳がありません。TOEIC、TOEFL、大学受験と
当たり前にやっている勉強方法をなぜか法律英語では急に皆がやり方を変えてしまいます。
10 年前に司法修習生となったとき、書店を巡って探したのですが、辞書はあれど、法律の英単語
帳はありませんでした、今でもベストな書籍は発行されていません。
」
「法律事務所に入所したときから、自分で語彙を貯めて単語帳をつくっていたのですが、使いやす
いもの、訳の出所がわかるものを作りたいと考えていました。そこで、法務省『法令用語日英標準
対訳辞書』に準拠しました。」
「法律英語に特化した単語帳『法律英単語 2100』発刊、ねらいと活用のポイントを著者に聞く」
BUSINESS LAWYERS 2021 年 1 月 5 日（https://www.businesslawyers.jp/articles/881）より

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
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