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Ⅰ．はじめに

日本商事仲裁協会（JCAA）は、2020年2月11
日に従来の商事調停規則（以下、「旧規則」という）
を改正した新しい規則（以下、「新規則」という）
を施行し、同時に国際商事調停規則を廃止して、
商事調停に関する規則を一本化した。

この新規則の目的について、道垣内正人JCAA
仲裁・調停担当執行理事は、「国際商事紛争の有
効な解決方法として、調停そのもの、さらには仲
裁と調停との組み合わせへの関心が内外で高まっ
ていることに伴い、世界の調停機関の様々な調停
規則を参照しつつ、JCAAの調停をより一層魅力
的なものとすることにある。」と述べている。そ
して、新規則の主な特徴として、以下の4点を挙
げている。

（1）調停人の数、調停手続の進め方、調停人報奨
金の計算方法等の調停手続を進めるうえで重要と
なる事項について、当事者自身がそのニーズに応
じた選択をすることができることを示すため、条
文上で選択肢を明示している。

（2）調停手続における当事者の主張等が後の訴訟
や仲裁の手続においてどのように取り扱われるか
について詳細に定め、当事者として安心して調停
に臨むことができ、また、調停人としては当事者
の対立の核心や背後にある事情等を把握できるよ
うにしている。

（3）調停手続の過程で意見の不一致が生じて手続

が遅延することがないように、他機関の調停規則
に比べて、より精緻化した規定を盛り込んでいる。

（4）2019年に署名された「調停による国際和解
合意に関する国際連合条約」（2020年9月12日発
効）は、調停がされた地や当事者の住所や設立準
拠法等と関係なく、締約国においては、調停によ
る合意の執行力等が認められることになることか
ら、日本はまだ同条約の締約国ではないけれども、
同条約の規定に対応する措置をとることを定める
ことにより、商事調停規則に基づく調停により成
立した合意が同条約の締約国において執行可能等
の効果を得ることができるように配慮している

（道垣内正人「はしがき」JCAジャーナル67巻9
号（2020年）3頁）。

新規則がJCAAの調停を一層魅力的なものとし
たいとの意欲をもって作成されたものであること
は、条文の数の多さ、精緻さなどからうかがわれ
るところである。国際的にも国内的にも最高水準
のものを作ろうとする努力が見られる。その意欲
は大いに評価されるところであるが、新規則が期
待するとおりの実績をあげることができるかは、
実際にやってみた調停人や参加した当事者の意見
を検証し、よりよいものにしていくことが不可欠
である。しかしながら、私がJCAA事務局に聞い
たところでは、今までに申立ては1件だけで、そ
の1件も相手方の応諾がなく、調停実施に至らな
かったということであった。そのために、新規則
の現実の運用に接することができず、これから述
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べる私の意見は、理念的なものにとどまるもので
あるが、現在私が担当しているADR機関の委員

（東京弁護士会紛争解決センター、東京都建設工
事紛争審査会、原子力損害賠償紛争解決センター
等）での経験や過去の裁判官時代に訴訟上の和解
を担当した経験を踏まえてのものである。

Ⅱ．いくつかの論点

新規則は、第1章「総則」、第2章「調停手続の
開始」、第3章「調停人」、第4章「調停手続」、第
5章「費用」から構成され、全部で35カ条の条文
からなっている。旧規則が27カ条であったもの
から拡大されており、調停人の選任、手続、費用
についての内容が詳細で格段と充実している。ラ
イバル関係にあるというべき京都国際調停セン
ター（JIMC Kyoto）の機関調停規則（以下、「JIMC
規則」という）が全部で12カ条（他に機関調停
細則が1カ条、別紙機関調停料金規定が2カ条あ
る）であることに比較しても、その詳細ぶりが際
立っている。

調停機関にとって重要なことは、利用者にとっ
て、①手続が利用しやすいこと、②結果が納得の
いくものになっていることであり、規則を作成す
るにあたっての重要なポイントはこの要請を満た
しているかである。JCAAの調停に関する規則は、
従来は、旧規則と国際商事調停規則の2本立てと
なっていたものを一本化したということ、諸外国
の調停規則を比較参照し、国際標準化しており、
外国の企業からも分かりやすいものとなったとい
うことは評価されるところである。この点では道
垣内理事が述べた新規則の目的、4つの特徴は、理
念として実現できているようである。現実にもう
まく行ってほしいと思うのであるが、以下、気に
なった点に焦点をあて、意見を述べることとする。

（1）調停人
新規則が、力を入れているのが第3章「調停人」

である。全体として6カ条であるが、各条文が詳
しく項目に分かれている。JIMC規則が条文とし
て1カ条、項目数も7項目であることと大きな違

いを示している。
調停人の公平性、独立性について、新規則15条1

項で「公正かつ独立でない者は調停人に就任して
はならず、調停人は、その在任中は公正かつ独立
であり続けなければならない。」と抽象的な義務を
定め、2項以下で具体的な義務を規定している。

2項では、調停人の依頼を受けた者の義務とし
て、当事者の目から見て自己の公正性又は独立性
に疑いを生じさせるおそれがある事実（以下、「疑
惑事実」という）について合理的な調査を行わな
ければならず、疑惑事実が判明した場合には調停
人への就任を辞退するか、依頼者に対し書面によ
りその事実を開示し、依頼を撤回するか否かの判
断を委ねなければならないとしている。

3項では、調停人に選任された者のJCAAに対
する義務として、疑惑事実の全部を開示し、又は
疑惑事実がない旨の公正独立表明書をJCAAに提
出しなければならないとしている。

4項では、調停人の調停手続進行中の義務とし
て、疑惑事実（すでに開示したものを除く）につ
いて合理的な調査を行わなければならず、そのよ
うな事実が判明した場合には、書面により、速や
かに、当事者及びJCAAに対しこれを開示しなけ
ればならないとしている。そして、さらに、「調
停人就任時に、その時点以降にかかる事実が生ず
る可能性がある旨の一般的な開示を行うのみで
は、この開示義務を履行したことにはならない。」
と念を押している。

調停が成功するには、調停人の資質だけでなく
当事者側から見た公平性、独立性が何よりも要請
される。このことは全く異論の無いところと思わ
れ、調停人として当然の前提とされているもので
あるので、1項のような抽象的義務を条文として
わざわざ定める必要があるのかという疑問が生ず
るのは否定できない。裁判所の調停でも調停人の
公正・独立義務を定めた規定は見ることができな
い。JIMC規則にも同種の規定はなく、5条1項で

「調停人は、調停手続を実施するにあたり、当事
者を公平に処遇するように努め、その際には当該
事件の事情を考慮する。」とあるのみである。確
かに、規定が無くても、調停人の公正・独立義務
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の内容に変化があるものではないが、新規則の理
念、精神を象徴するものとしての意味はあり、ま
た、2項以下の調停人の具体的義務を導き出すも
のとしての実際的な意義もあるように思われる。

旧規則11条にも調停人の公正・独立や疑惑事
実の開示義務が定められていたものの、単純、抽
象的なものにとどまっていたが、新規則は詳細か
つ具体的なものとなっている。新規則15条が1項
で調停人の公平性、独立性を高らかに宣言し、2
項以下で、当事者が危惧するようなことがあれば、
それを回避する義務を調停人の依頼を受けた者や
選任された調停人に課していることは評価できる
ところである。問題は、依頼を受けた調停人候補
者や選任された調停人が新規則に従った合理的な
調査義務を行い、その結果に従って調停人選任辞
退や書面による情報開示等の行動をすることが期
待できるかである。

JCAAは、協会が期待するレベルの商事調停を
行うことができる人格、能力等の資質、適性を満
たした候補者の名簿を用意している。この候補者
名簿に記載された人であれば、一般的に見て適性
は保証されており、仮に当事者との間でコンフリ
クト等があって具体的に事件を担当することが相
当でない場合にも選任を辞退するなどの適切な行
動をすることが期待できると思われる。しかしな
がら、後述するところであるが当事者双方の合意
がなく一方の当事者から選任された候補者名簿外
からの調停人の場合は、客観的に見てJCAAが推
薦ないし選任した調停人と比べると公平性、独立
性は弱いと言わざるを得ない。また、候補者名簿
外の候補者は一般的適性についてJCAAの審査を
経ていないし、JCAAの規則についての理解も不
十分であると思われる。新規則16条3項は、当事
者が調停人を選任する場合の選任の効力は、
JCAAが選任の確認をすることによって生ずると
定め、7項で調停人の選任が不適当であることが
明らかであると認める場合には、当該調停人の選
任の確認をしないとしているが、十分な審査がで
きるかには不安がある。私見としては、調停人候
補者を候補者名簿に記載された人に限定すること
には反対であるが、候補者名簿外の候補者を選任

する場合は、双方当事者が合意する場合に限るべ
きであると考える。当事者の意思を尊重して調停
を行うべきであるとするJCAA新規則の精神は理
解できるところであるが、調停は紛争が起きてい
る敵対的関係にある当事者双方の利害対立を調整
し、円満に解決に導く手続であり、調停人の選任
は慎重であるべきで、当事者の合意がない限り広
げるべきではないと思うものである。

（2）調停人の数
旧規則との違いの第1点は、調停人の数である。

旧規則では調停人の数については「調停は、1人
の調停人によって行う。ただし、協会が適当と認
めるときは、複数の調停人によって行うことがで
きる。」（旧規則9条1項）としているのに対して、
新規則17条では1人から3人の場合のいろいろな
ケースを想定して詳細に定めていることである。
第2点は、旧規則では調停人はJCAAの調停人候
補者名簿から選ばれることになっていたが、新規
則では当事者の一方が候補者名簿外の調停人を選
任できる場合も認められていることである。

そのために新規則の条文がいろいろなケースを
想定して複雑になっているので、ケースを単純化
して第17条（調停人の選任手続）を整理すると、
以下のようになる。
1項 　調停人は1人を原則として、当事者の合意

により選任する。
2項 　当事者が調停人の数を2人とすることに合

意しているが、その選任方法について合意し
ていない場合は、それぞれの当事者が1人の
調停人を選任する。

3項 　当事者が調停人の数を3人とすることに合
意し、その選任方法について合意していない
場合は、それぞれの当事者が1人の調停人を
選任し、3人目の調停人は、当事者選任調停
人が合意により選任する。

4項 　第1項から前項までの規定により当事者が
調停人を選任する場合において、調停手続開
始日から4週間以内に選任をしないときは、
JCAAが当該調停人を選任する。

5項 　JCAAが調停人を選任する場合は、JCAAは
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調停人候補者名簿を当事者に送付する。当事
者は、異議ある候補者とその他の候補者（希
望順位を付ける）を通知する。

6項 　JCAAは、各当事者から示された順位その
他の事情を考慮して調停人を選任し、当事者
に通知する。

新規則では、調停人の数についてまず合意すべ
きものとされ、1人が原則であるが、2人、3人の
場合も可能である。要するに、紛争の当事者が、
まず当事者が1名から3名の範囲で合意をし、合
意がないときは1名とし、2名以上の場合は2名に
ついては、それぞれの当事者が1名ずつを選任す
ることになっている。

調停人の数は何人がいいのかは、事案や事件の
種類によって一概には言えないのであるが、一般
的には1人か3人の場合が多いと思われる。1人の
方が簡便、迅速に処理でき、経費も少額で済むと
いう利点があるが、3人で慎重に処理した方が妥
当な結論に至るという場合も当然考えられるとこ
ろである。裁判所の調停の場合は調停主任裁判官
1人と2人以上の調停委員で構成する調停委員会

（調停委員は2名の場合がほとんどである）で行う
ことが原則であり、1人でする調停は、調停委員
を入れずに行う裁判官調停に限られている（民事
調停法5条1項、6条、家事事件手続法247条、248
条）。裁判所の場合は、制度の運営、維持は国の
責任であり、当事者に費用負担を求めないので、
原則を3人とすることに費用上の問題点はない。
しかしながら、当事者に調停人の報酬や管理費の
負担を求める民間ADRにおいては避けては通れ
ない問題である。

調停人が複数である場合の合理性は、当事者が
それを望むことが前提である。そのために、新規
則が調停人は当事者の合意によって選任されると
している（新規則16条1項）ことは正しい。しかし、
調停人を特定の1人にすることに当事者が事前に
合意できるということは稀な事例であると思われ
る。JCAAに調停を求める以前に当事者双方が合
意できるほどの調停人候補者が存在していたとし
ても、そのような事例では、当事者はJCAAに調
停を求めることなく、その候補者によるアドホッ

ク調停を希望することも多いのではないかと思わ
れるからである。

当事者がそれぞれに希望する調停人候補者を有
していた場合は、当事者の意思を尊重するならば
調停人を2人以上とし、各当事者が1人ずつを選任
することとなるのは必然であり、新規則はそのよ
うな思想の下に定められているものと思われる。

問題は、それがうまくいくかということである。
井原一雄弁護士は、当事者がそれぞれ1名の調

停人を選任することにすれば、当然のことながら、
各当事者は、それぞれ、調停を自己に有利な結論
に導きそうな調停人を選任しょうとする、事前に
説明を受けるなどして一方の当事者と親密な関係
になり、公平性、独立性に欠けるとし、疑問を述
べている（井原一雄「JCAA新調停規則に対する
コメント」JCAジャーナル67巻3号（2020年）22頁）。

この疑問は、かなりの程度、根拠のあるものと
思われる。当事者のそれぞれが希望する人を調停
人に自由に選任することができるとすると、自分
の考えにそう人、自分のために動いてくれる人を
希望するのは人間の常であり、ひいては代理人と
変わらなくなってしまうからである。調停人は公
正性と独立性が必要不可欠であり、規則が期待す
るレベルの調停人を得られなくするおそれがある。

私見としては、前述したごとく、当事者のそれ
ぞれが調停人を選任する方式は採用すべきではな
い、仮に採用するとしてもJCAAの調停人候補者名
簿の登載者に絞って厳格に運用すべきであると考
えるが、調停人が2人、3人の場合が相当である事
例があることを否定するものではない。因みに東
京弁護士会の医療ADRでは、医療側代理人の経験
豊富な弁護士、患者側代理人の経験豊富な弁護士、
中立な立場の弁護士の三者構成で行うこととして
いるし、場合により中立の立場のあっせん人を除
いた二者構成も採用している。東京都建設工事紛
争審査会では、あっせん事件では1人、調停事件で
は法律専門1人、建築専門2人の3人で担当している。
また、労働委員会では公益、使用者、労働者の三
者委員で構成されているのも参考になる。このよ
うに三者がそれぞれの立場で評議し、妥当な事件
の運営をすることが複数構成の利点、長所である。
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このような利点、長所が実際に活かされるために
は、調停人相互の意思疎通が円滑にできることが
重要である。当事者がそれぞれに候補者名簿外の
候補者を選任した場合は、この円滑な意思疎通が
困難となると予想され、複数者調停人で行う場合
の利点、長所が出ないばかりか、欠点、短所が出
るのではないかと危惧するものである。JCAAの候
補者名簿に記載された候補者であれば、この点の
心配も少ないのである。もっとも、最近ではコロ
ナ危機のためにリモート調停が模索されており、
コロナ危機収束後でもこの傾向は続くものと思わ
れ、遠隔地にいる複数の調停人とが評議をしつつ
遠隔地にいる当事者の調停をどう行うかが課題と
なる。国を異にする企業間の国際商事紛争でもリ
モート調停の要請が高まると思うものである。

（3）調停手続
新規則は、調停手続の進め方についても詳細に

定めている。
第21条（調停手続の進め方）2項で、調停手続

きの進行について当事者と協議したうえで、調停
手続を迅速に進めなければならないとして、いく
つかの事項を協議するように定めている。注目さ
れるのは、（4）号で「調停人による紛争解決案の
提示の有無及び提示する場合はその時期」として
いる点、及び3項の「調停手続の進め方について
当事者間に合意がある場合には、調停人は、その
合意に従う。」である。

調停の進め方については、理念型として対話促
進型と評価型のモデルがあり、英米では対話促進
型が主流であるといわれている。日本では、裁判
所の和解、調停では評価型が主流であるが、弁護
士会などの民間ADRでは対話促進型を標榜して
いる機関が多い。原理的な対話促進型では、調停
人は法的助言や、専門的助言をしてはいけないこ
とになるので、調停人が紛争解決案を示すことは
許されないことになりそうである。新規則は、調
停開始の段階で、当事者に調停人が紛争解決案提
示の有無、時期を確認することを義務づけている
ことは、原理的な対話促進型を取らず、当事者の
希望を重視し、双方の合意がある限り、できるだ

けそれをかなえたいとの精神の表れであり、評価
できるものである。この確認は、調停開始時は義
務的に行うものであるが、当初は希望していない
当事者でも、調停の進行に従って人間の意思、感
情は変化するので、臨機に希望の意思を確認する
ことが望まれる。

第22条（一方当事者との個別協議）では、別
段の合意をしない限り、当事者の一方と個別に協
議することができるが、協議したという事実を他
の当事者に伝えること（1項）、個別協議を通じて
知り得たいかなる情報も、同意がない限り、他の
当事者に伝えてはならないこと（2項）を定めて
いる。この規定は、個別協議の有効性を活かしつ
つ、行った場合に感じる協議した当事者と他の当
事者双方の不安を解消するためのもので、配慮の
行き届いた規定として評価できる。

第24条（調停手続における当事者の主張等の
取扱い）では、調停手続における当事者の主張、
供述、証言又は証拠の提出は、当事者の権利義務
関係に何ら影響を及ぼさないこと（1項）、当事者
は、別段の合意がない限り、当事者間に係属した
訴訟手続、仲裁手続その他の類似の手続において、
次の各号に掲げる事項について主張し、供述し、
若しくは証言し又は証言若しくは供述を求めては
ならないこと（2項）を定めている。

この規定は、当事者の権利や不安感等に配慮し
たものであり、当事者の合意を基礎に実質的にウ
イズアウト・プレジュディス（without prejudice）
の理念を採用したもので、国際的な商事調停に有
益であることは当然として国内の商事調停にも有
益であり、妥当であると評価できる。

（4）費用
費用について新規則は詳細な規定を定めている

が、特筆すべきことは調停に対する報酬金につい
て特に明確にしていることである。

第30条（調停人報酬金）では、調停人報酬金は、
別段の合意がない限り、時間単価5万円（消費税
を含まない）に、調停手続中に行うために合理的
に必要とした時間を乗じた金額とする（1項）、合
意がある場合には、①固定額、②和解が成立した
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場合の手数料増額、③その他の計算方法を採用で
きる（2項）としている。

第31条（調停人報酬金の支払い）では、当事
者は、調停人報酬金を負担し、JCAAにその支払
事務を委託する（1項）、JCAAは、調停手続の終
了後速やかに、調停人に対し、調停人報酬金を支
払う（2項）と定め、第32条（調停人経費）では、
交通費（ビジネスクラス相当）、通信費、宿泊費（1
泊6万円）、第33条では、申立料金は5万円（消費
税を含まない）、第34条では、管理料金は調停人
報酬金の総額の10%と定めている。

申立人、相手方にとって、費用がどれくらいか
かるかはJCAAの調停に限らず、紛争解決機関を
選択するに際し重大な関心事であることは間違い
ないから、それが明確であるということは大変好
ましいことである。色々なADR機関があるなか
でJCAAを選択する重要な要因となると思われ
る。因みに、京都国際調停センターの機関調停細
則では、「調停人の報酬（調停の実施のために支
出する費用を含む〉の計算・管理・支払その他の
事項については、当面の間、調停人選任後に両当
事者及び調停人との間で協議の上決定することと
し、センターは当該事項に関して責任を負わな
い。」と定めていることと比べても大変親切であ
り、評価できるものである。

新規則が、調停人の報酬の額、支払方法につい
て明確に定めていることは、以上のように評価す
るのであるが、問題となるのは、新規則では原則
として時間制で1時間5万円としていることが妥
当であるかである。私自身は国際仲裁、調停を経
験していないので、国際標準から見て妥当かどう
かはなんともいえないのであるが、座談会「改正
商事調停規則の理論と実務」中でフリーマン弁護
士は、「一般的な大企業同士の国際商事仲裁調停
について言うと、5万円という時間単価は比較的
リーズナブルだと思います。」と発言されている

（JCAジャーナル67巻9号40頁）。しかし、日本標
準で考えると、日本のADR機関の委員の報酬額
と比べると高いような気がする。私自身がJCAA

の調停人候補者であり、事件を担当した場合、時
間単価5万円に相当するサービスを当事者に提供
できる自信はあるが、申立てがあってこその
JCAA調停である。他のADR機関や裁判所との競
争もあり、新件が来ない状態が続くと、看板倒れ
になるので、今後の状況を見て、日本の企業同士
の場合は、特別割引のキャンペーンなども検討す
る必要も出てくるように思われる。

Ⅲ．おわりに

JCAAの新規則は、道垣内執行理事が、冒頭で
述べたように4つの目的を立て、それを実現して
いるもので、国際的にみてもレベルの高いもので
あると評価できる。ただ、今回の新規則は、従来
あった商事調停規則と国際商事調停規則を1つに
した万能型であるが、国際事件と国内事件では、
当事者の意識、調停のやり方、慣行、国情などの
違いがあり、同一のやり方ではうまく行くとは思
えない。1つにまとめることなく、別々の2つの
単機能型の調停規則が併存する従来の方式でもよ
かったのではないかとも思えるのである。そうは
言っても新規則として誕生し、施行されている以
上、新規則の発展と成長を祈るものである。新規
則は当事者の合意の尊重を第一としており、合意
を基礎に当該事件にあった最適なサービスを提供
することが可能な構造となっている。実際に事件
を経験するうちに、その中で成長、進化していく
可能性を持っているのである。私自身もJCAAの
調停人候補者でもあり、機会があれば、ぜひ新規
則を試してみたいと思っているだけに、事件がな
いことが残念である。新規則は、国際商事調停、
国内商事調停の双方で利用できるのであるが、現
実にJCAAの商事調停の利用者として期待される
のはアクセスが容易な国内企業の国内での商事紛
争であると思われる。国内の利用者に評価される
ことが、ひいては国際的に評価されることにつな
がると思われる。新件が増えることを期待して本
稿を終えることとする。
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Ⅰ．はじめに

法的紛争にはリスク・不確実性が付き物であり、
このようなリスク・不確実性ゆえに、訴えを申し
立てる者（以下「申立人等」という）は、時間と
費用をかけてその申立てを行うことを躊躇するこ
とがある。

このような状況を解決する方法のひとつとし
て、近年、Third Party Fundingという、法的紛
争に対して投資を行う事業が現れている（以下、
Third Party Fundingを「TPF」、TPFのサービ
スを提供する者を「TPF事業者」、TPFのサービ
スを利用する者を「TPF利用者」、TPFの契約を

「TPF契約」、TPF契約による資金提供によって
遂行される法的紛争を「TPF対象紛争」と、そ
れぞれいう）。TPFは、TPF事業者がTPF対象紛
争の訴額や認容可能性を検討した上で、TPF利
用者となる当該紛争の申立人等に対して弁護士報
酬等の費用を提供し、TPF対象紛争の結果から
得られる経済的利益より一定割合の分配を受け取
るという事業である（「提供」とはTPF利用者が

返済義務を負わないという趣旨であり、この点で
貸付けと区別される。そのため、提供を受けた企
業のバランスシートにおいても「借入」としては
計上されない）2）。

当事者が第三者から訴訟に要する費用の提供を
受けること自体は、珍しいことではない。例えば、
我が国では、日本司法支援センター（法テラス）
が行う民事法律扶助業務があるし（総合法律支援
法30条1項2号参照）、保険会社が保険者となる弁
護士費用保険も認められている。また、友人や家
族といった第三者から費用を借り入れることもあ
ろう。弁護士がcontingent fee（成功報酬）で受任
することも、経済的に見れば、依頼者が弁護士か
ら弁護士費用の提供を受けているともいい得る。

TPFの特徴は、（i）既に発生している紛争に関
する訴訟や仲裁について、（ii）資金提供者がプ
ロフェッショナルとして事案ごとに審査の上、申
立人等に資金提供を行い、（iii）資金提供者は資
金提供の対価として法的手続から生じる経済的利
益より一定の分配を受けるといった点にある3）。

TPFは、訴訟費用が高額になりがちな英米法系

Third Party Funding—弁護士法、弁護士職務基本規
程との関係を中心に1）

内藤順也 Junya Naito 和氣 礎 Motomu Wake

桃尾・松尾・難波法律事務所　弁護士・ニューヨーク州弁護士 桃尾・松尾・難波法律事務所　弁護士

1）本論稿の内容は、筆者らの個人的見解であり、筆者らが所属する法律事務所及び団体とは何ら関係しない。
2）トム・グラスゴー他「日本におけるサード・パーティー・ファンディングの実践的な活用に向けて」Business 
Law Journal 2019年7月号61頁脚注10参照。なお、TPF事業者側の分配受領に関する会計処理は必ずしも明らかでな
いが、公開されている外国のTPF事業者のバランスシートにおいては、「Intangible assets – Litigation contracts in 
progress」（無形資産・進行中の訴訟契約）と「Receivables from Litigation contracts and other」（訴訟契約その他に
関する受取債権）と記載されているものがある。
3）Laurent Lévy and Régis Bonnan, “Third-party funding: Disclosure, joinder and impact on arbitral proceedings” ch. 
7 of Dossiers, ICC Institute of World Business Law, Third-party Funding in International Arbitration, 78 (2013).
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法域を中心に裁判手続へのアクセスを促進すると
いう観点から発展してきたものである。もっとも、
近年では国際仲裁との関係でTPFの重要性が指摘
されている4）。国際仲裁では、当事者が、仲裁人
報償金、（敗訴した場合の）相手方当事者の弁護
士報酬等を負担するなどの理由から当事者の負担
する費用が高額になりやすく、申立人においては、
コストゆえに申立てを躊躇せざるを得ないが、
TPFにより、かかる躊躇を緩和できるためである。

このような国際仲裁におけるTPFの重要性ゆ
えに、今後、国際仲裁の仲裁地として選ばれる条
件・考慮要素のひとつに、「（同地での仲裁手続に
ついて）TPFを利用することの適法性確保」「TPF
利用時の規制の透明性」といったものが含まれる
可能性が高い5）。例えば、国際仲裁の招致に積極
的なシンガポール及び香港においては、TPFの
適法性に疑義があったが、これを立法的に解決し
ている6）。英米法では、弁護士報酬を第三者が負
担 す る こ と に 対 し、 歴 史 的 にchampertyや
maintenanceとして不法行為が成立するとされて
いたこともあり7）、シンガポール及び香港では、
仲裁事件を数多く誘致するという目標のために
も、明示的な立法がされることが望ましいという
考慮があったと思われる。

我が国においても、国際仲裁の重要性は認知さ
れており、「国際仲裁の活性化に向けて必要な基
盤整備を図る」べく、平成29年に「国際仲裁の
活性化に向けた関係府省連絡会議」が設置されて
いる。さらに、「成長戦略フォローアップ」（令和
2年7月17日閣議決定）においては、「国際仲裁の
活性化に向け…仲裁関連法制度の見直しの検討を
加速させる」こととされ、令和2年9月17日に実
施された法制審議会第187回会議において法制審

議会仲裁法制部会が設置されたところである。
このように、日本政府においても国際仲裁の活

性化に向けた基盤整備のための取組が進められて
いるが、ことTPFに関しては、議論は進んでい
ないようである。「国際仲裁の活性化に向けた関
係府省連絡会議」が平成30年4月に公表した「国
際仲裁の活性化に向けて考えられる施策」におい
ては、「日本企業等を当事者とする国際仲裁の活
性化に向けた取組」のひとつとして、「民間での
仲裁費用補助の方策として、仲裁手続費用を第三
者が支出するサード・パーティー・ファンディン
グの活用及び規制の在り方について検討」するこ
ととされているものの、政府による具体的な立法
や関係団体によるガイドライン作成が進行してい
ることは外部から確認できない。

しかしながら、TPFの利用の可否は、仲裁合意
を締結する契約当事者にとって、当該仲裁合意を
効果的に用いて自身の法的権利を実現することが
できるかどうかに関わるものである。そのため、
TPFの適法性（適法に実施可能な範囲を含む。以
下同じ）が不透明であることは、紛争解決手段と
して仲裁を選択する企業等に対し、日本を仲裁地
としないインセンティブを与えることになる。こ
れは、第三国企業間の仲裁における仲裁地として
日本が採用されにくくなるということに加え、日
本を仲裁地にしようとする日本企業が相手方から
反対を受けやすくなるということをも意味する。

また、TPFの適法性に疑義があれば、海外の
TPF事業者の日本への参入が遅れ、また日本の
TPF事業者も成長せず、結果として、日本企業
がTPFを利用することができないために、本来
実現されるべき権利が実現できない等、日本企業
へのマイナスの影響も懸念される。

4）中村達也「第三者資金提供と仲裁手続」国士舘法學50号（2017年）1頁、「国際仲裁のサード・パーティー・ファ
ンディング 弁護士費用を肩代わり」日本経済新聞2019年1月28日等。
5）井上葵「Third Party Funding in International Arbitration -the perspective from Japanese law」JCAA Newsletter 
No.39（2018年）4-5頁、西理広「Third Party Funding（紛争解決費用の第三者提供）の仕組みと国際潮流」ビジネ
ス法務2019年6月号123頁。
6）各法域の最新の情報については、「The Third Party Litigation Funding Law Review」（https://thelawreviews.
co.uk/edition/1001567/the-third-party-litigation-funding-law-review-edition-4）参照。
7）緑川芳江「アジアに進出を始めたThird Party Funding —訴訟・仲裁費用を投資でカバーする時代—」国際商事
法務 Vol.43, No.7（2015年）966頁以下等参照。
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我が国におけるTPFの適法性を検討する上で
問題となるのは、弁護士法等の法令や、弁護士倫
理、具体的には弁護士の倫理規範である日本弁護
士連合会（以下「日弁連」という）の弁護士職務
基本規程（以下「職務基本規程」という）との関
係である。現行の法令及び職務基本規程はTPF
やTPF事業者の存在を想定していないから、そ
の意味での検討の限界は存在するものの、TPF
と現行の法令及び職務基本規程の関係を整理する
ことは、今後の議論の参考になると考えられる。
このような観点から、本論稿は、TPFの利用に、
当事者（TPF利用者）、弁護士、TPF事業者の三
者が関わることを前提として、日本法における
TPFの適法性について検討した（下記Ⅱ．）上で、
TPFを利用した事件に関与する際に弁護士に生
じ得る弁護士法及び弁護士倫理（職務基本規程）
上の問題点を洗い出す（下記Ⅲ．）ことを目的と
するものである。

Ⅱ．�日本法におけるTPFの適法性—TPF
事業者との関係において

（1）既出の議論とその補足（弁護士法72条及び
73条並びに信託法10条）

一般的に、日本法におけるTPFの適法性を検
討する際に問題となる規定としては、弁護士法

72条（非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止）
及び73条（譲り受けた権利の実行を業とするこ
との禁止）並びに信託法10条（訴訟信託の禁止）
の3つの条文が挙げられることが多い8）。

TPFがこれらの規定に違反するかどうかは、
最終的には個別のTPF契約の内容やTPF事業者
の行為態様次第であると考えられるが、少なくと
も、TPF事業者が当事者への資金提供と紛争結
果から当事者が得る経済的利益の分配を受けるこ
とのみを行う限り、TPF事業者の行為は「法律
事務を取り扱」うこと（弁護士法72条）にも、「他
人の権利を譲り受け」ること（同法73条）にも、「訴
訟行為をさせることを主たる目的としてする」信
託（信託法10条）にも該当せず、違法とされる
可能性は低いと考えられよう9）。

もっとも、TPF契約の中には、TPF事業者が
TPF対象紛争に関する意思決定（例えば、和解
への応諾や和解をする場合の基本的内容に関する
決定）に介入することを認めるものもある10）。諸
外国においてこのような介入を認めるかどうかは
法域によって態度が異なるようである11）。TPF
契約が、このような介入を認めていても上記各規
定に違反しないとの見解も存在する12）が、TPF
事業者が紛争解決に関する意思決定に介入するこ
とは、実質的に、法律事務の取扱いや、紛争にあ
る権利そのものの譲受けと評価される可能性も否

8）トム・グラスゴー他・前掲注2）64-65頁、中村・前掲注4）34-35頁、井上・前掲注5）3-5頁、Daniel Allen=Yuko 
Kanamaru「The Third Party Litigation Funding Law Review - Edition 4 (Japan)」（2021年）（https://thelawreviews.
co.uk/edition/the-third-party-litigation-funding-law-review-edition-4/1235490/japan）、早野述久「日本での仲裁手続
におけるサード・パーティ・ファンディングの活用について—日本法の観点からの考察」仲裁・ADRフォーラム 
Vol.7（2021年）64-70頁等。
9）前注の各文献も、基本的にこれらの規定に違反しないという立場に立っている。
10）早野・前掲注8）71頁脚注19参照。Law Society of Singaporeは、TPFを利用しようとする依頼者に対する助言
に関するガイドラインとして「Guidance Note 10.1.1 on Third-Party Funding」（https://www.mlaw.gov.sg/files/
Council_GN_Third_Party_Funding.pdf/）を作成している。同ガイドラインにおいては、依頼者に「TPF事業者の役
割の性質と射程（the nature and scope of the funder’s role）」を明確にして助言すべきと定められており（同41項）、
特にTPF事業者の関与があり得る事項のひとつとして、「和解をすべきかどうか及び和解すべき場合の条件に関する
意思決定に対する助言」（providing input on decisions about whether to settle the claim and on what terms）があげら
れている。ただし、圧倒的多数のTPF契約は、TPF事業者がTPF対象紛争のコントロール権限を有さないように慎
重に作成されているという指摘もあり（「REPORT OF THE ICCA-QUEEN MARY TASK FORCE ON THIRD-
PARTY FUNDING IN INTERNATIONAL ARBITRATION」，P.28（https://cdn.arbitration-icca.org/s3fs-public/
document/media_document/Third-Party-Funding-Report%20.pdf））、TPF事業者側からも同様の見解が示されている

（トム・グラスゴー他・前掲注2）60頁）。
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定できない。例えば、最高裁昭和38年6月13日判
決（民集17巻5号744頁）は、ある債権者が弁護
士でない者（上告人）に「債権の取立」、「弁護士
の選任」、「仮差押等の手続」及び「和解等による
解決の一切」等を委任し、上告人は取立てに成功
した金額から訴訟費用を控除した残額の半額を報
酬として受け取るという趣旨の契約は、弁護士法
72条等に反すると認定している。この最高裁判決
は極端な事案ではあるものの、事実関係いかんで
は、なおTPF事業者の行為が実質的に法律事務の
取扱い等に該当すると評価され得るのであって、
その点において、立法的な解決なくして、TPF事
業者による紛争解決に関する意思決定への介入の
適法性が担保されるかについては疑問も残るとこ
ろである13）。立法的な解決がないとすると、TPF
事業者が紛争に関する意思決定に介入しない形で
制度設計をする必要がある。

そうすると、できるだけ違法性の疑義を払拭す
るため、TPF契約の内容として、TPF事業者は、
訴訟の進行状況等、紛争の状況に関する情報の提
供を受けるに留め、紛争に関する意思決定に介入
する権限を有しない（例えば、TPF事業者の和
解の応諾権やその内容への拒否権は認めない）も
のとすべきである。また、TPF事業者が訴訟代
理人弁護士を通じて、紛争に関する意思決定に介
入することを防ぐため、TPF事業者が訴訟代理
人弁護士の選解任に介入する権限を持たないよう

にしておくべきである（これらの点については、
上記最高裁判決に加え、下記（3）で紹介する裁
判例も参照されたい）。

また、弁護士法72条は、報酬を得る目的で法
律事件に関して「鑑定」を行うことを業とするこ
とを禁止しており、TPF事業者がTPF対象紛争
の認容可能性を検討・査定することが、これに違
反するのではないかという問題もある。TPF事
業者の内部的な検討・査定は「鑑定」に該当しな
いが、その結果をTPF利用者に提供する行為は、
それ自体は無償であっても、TPF事業に関する
ものとして、「報酬を得る目的」での「鑑定」と
評価される可能性がある。そうすると、検討・査
定の具体的な内容（例えば、TPF対象紛争とな
る債権の回収可能額）をTPF利用者に開示する
ことは避けるべきである。他方で、資金の提供の
可否及び契約条件（提供可能額、勝訴時の利益分
配額）をTPF利用者に回答する程度に止まる場
合には「鑑定」に該当しないと考えられる14）。

加えて、弁護士法72条は、報酬を得る目的で、
法律事務を取り扱うことの「周旋」をすることを
業として行うことを禁止している。この「周旋」
とは「訴訟事件等の当事者と鑑定、代理、仲裁、
和解等をなす者との間に介在し、両者間における
委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、
その成立を容易ならしめる行為」をいう15）。した
がって、TPF事業者が「報酬を得る目的」で

11）例えば、イングランド及びウェールズにおけるTPFの自主規制団体であるThe Association of Litigation Funders 
of England & Walesの作成した「Code of Conduct for Litigation Funders」（https://associationoflitigationfunders.
com/wp-content/uploads/2018/03/Code-Of-Conduct-for-Litigation-Funders-at-Jan-2018-FINAL.pdf）は、9.3項で、
TPF事業者が申立人等の代理人に対し事件に関する支配権を自らに渡すように働きかけることを禁止している。
American Bar Associationが2020年に作成した「Best Practices for Third-Party Litigation Funding」 (https://www.
americanbar.org/content/dam/aba/directories/policy/annual-2020/111a-annual-2020.pdf.)においても、TPFのBest 
Practicesの一要素として「（引用者注：TPFの）アレンジメントは、当該依頼者が当該紛争のコントロールを保持す
るよう構築されること」を挙げている（同IV）。
12）中村・前掲注4）34-35頁
13）西・前掲注5）123頁は和解交渉への直接関与等は、訴訟信託の禁止や非弁行為の禁止違反となる可能性を指摘す
る。Daniel Allen=Yuko Kanamaru, supra note 8は、典型的なTPFが弁護士法73条及び信託法10条に違反する可能性
は低いとした上で、非典型的な投資構造のTPFはこれらに違反する可能性があると指摘する。また、トム・グラスゴ
ー他・前掲注2）65頁及び井上・前掲注5）4頁は、TPF事業者が紛争解決手続における具体的行為に影響を及ぼすこ
とは「報酬を得る目的で…法律事務を取り扱」うことに該当する可能性があり、弁護士法72条に違反する可能性があ
ると指摘する（早野・前掲注8）68頁も同旨）。
14）早野・前掲注8）67-68頁。
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TPF利用者と弁護士間に介在して両者の委任契
約の成立に関与した場合、TPF事業者には弁護
士法72条違反が成立し得るとともに、弁護士に
は同法27条違反が成立し得る（後者については、
下記Ⅲ．（2）で詳述する）。周旋行為自体は無償
であっても、TPF事業に関するものとして、「報
酬を得る目的」での「周旋」として評価される可
能性も考えると、TPF事業者は、TPF利用者と
弁護士間の委任契約の成立に関与することは避け
るべきことになる16）。他方で、TPF事業者が弁護
士にTPF利用者を「紹介」するに止まる場合には、

「周旋」とまではいえないと解される。
なお、TPF事業者は、グレーゾーン解消制度（産

業競争力強化法7条）に基づいて、主務大臣であ
る法務大臣に弁護士法の解釈及び適用の有無につ
いて確認を求めることも考えられる。もっとも、
当該確認の求めに対しては必ずしも直接的な回答
が得られるとは限らない。また、後述する職務基
本規程に固有の問題はグレーゾーン解消制度に
よって解消できない。

（2）その他の業法規定
法令の中には、業法と呼ばれる特定の業種に規

制及び監督を及ぼすものが存在する。本論稿では
詳細に立ち入らないが、TPFのスキームによっ
ては、出資法、貸金業法、利息制限法、金融商品
取引法等の業法規制が及ぶかどうかについて検討
の余地があると思われる17）。

（3）TPF契約の私法上の効力について
上記のとおり、TPFは弁護士法72条及び73条

並びに信託法10条との関係で当然に違法となる
ものではないが、仮にTPF契約がこれらの規定
に違反するとされた場合には、TPF契約自体が
公序良俗違反（民法90条）により無効とされる
可能性がある（上記最高裁昭和38年判決、また
近時では認定司法書士の権限逸脱行為に関する最
高裁平成29年7月24日判決〔民集71巻6号969頁〕

が、弁護士法72条に抵触する委任契約を民法90
条に照らし無効としている）。

また、TPF契約が弁護士法等の規定には違反
しないとされた場合であっても、個別のTPF契
約の内容次第で、公序良俗違反として私法上無効
とされる可能性は残る。この点については、東京
地裁平成4年7月31日判決（判タ832号121頁）が
参考になる。同裁判例は以下のような事案である。

YがBに対して訴訟を提起した後、Xら（弁護
士ではない）がY関係者としてYの訴訟代理人弁
護士と面談するなどの関与をするようになった。
YB間訴訟の第1審判決にてYが敗訴しX1が控訴
の手続を行った（背景事情は不明であるが、判決
文においては本人でも訴訟代理人弁護士でもない
X1が控訴手続を行ったと認定されている）。控訴
後、XらとYの間で「訴訟に必要な費用はX１の
判断により支出すること、和解によりYが利得し
たものについては、XらとYとで各２分の１ずつ
配分すること等」を内容とする覚書が締結された。
その後、Yは、Xらに相談することなく控訴を取
り下げ、B関係者から和解金9000万円を受領した。
これを受けて、Xらは、Yに対し4200万円（9000
万円から諸費用等を控除した後の8400万円の2分
の1）の配分金請求権を取得したとして、その支
払（一部請求として50万円の支払）を求めた。
裁判所は、上記覚書の合意が公序良俗違反で無効
であるというYの主張について、①弁護士の選解
任をXらの判断事項としていること、②Bとの和
解についてXらの了解を要するとされているこ
と、③X1の行った訴訟外活動が（直ちに弁護士
法72条に違反するとまでは認められないにして
も）弁護士の正当な訴訟活動を大きく阻害すると
いえること、④X1のとった行動の内容に照らす
と、Xらへの配分額（和解利益の２分の１）は正
規の弁護士報酬等基準額に比べても異常に高額で
あること、といった理由から同合意はきわめて反
社会性が強く、民法90条に反し無効であると判
断した。本判決は下級審裁判例ではあるが、訴訟

15）日本弁護士連合会調査室編著『条解弁護士法〔第5版〕』（弘文堂、2019年）655頁。
16）早野・前掲注8）68頁参照。
17）このような問題意識を提示するものとして、西・前掲5）120頁。
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当事者と第三者の間で訴訟から得られる経済的利
益を分配する契約が、公序良俗違反として無効と
される可能性があること、そして、公序良俗違反
を基礎づける事実（評価根拠事実）として、①第
三者が訴訟代理人弁護士の選解任権を有するこ
と、②第三者が和解に関する決定権を有すること、
③第三者の活動が弁護士の正当な訴訟活動を阻害
するものであること、④第三者への分配額が第三
者の活動に照らして異常に高額であることを挙げ
ているという点で、TPF契約の制度設計への示
唆に富むといえる。①ないし③の点については上
記（1）でも採り上げたが、④の点に関し、TPF
事業者への分配が異常に大きい場合には、いわゆ
る暴利行為としてTPF契約が無効とされる可能
性があることに留意しておく必要がある。

Ⅲ．�弁護士法及び弁護士職務基本規程上
の問題点—弁護士との関係において

（1）総論
職務基本規程は、弁護士法と並んで、弁護士の

倫理規範及び行為規範を定めるものである。その
ため、弁護士が弁護士法及び職務基本規程に違反
する行為をすることは禁止される。ただし、職務
基本規程に違反したとしても、弁護士が直ちに懲
戒処分に付されるわけではないことには留意を要
する。弁護士を懲戒処分に付すべき法的根拠は弁
護士法56条1項であるところ、弁護士に対する懲
戒処分は、形式的に職務基本規程に違反したか否
かではなく、同条項の「品位を失うべき非行」に
該当するか否かによって実質的に判断されるため
である（職務基本規程82条1項）18）。例えば、職
務基本規程には5条（信義誠実）及び6条（名誉と
信用）のような抽象的な条項（実質的なキャッチ
オール条項）も存在しているが、同6条は努力規
定であって、同条違反の程度が高く、弁護士法56
条1項にいう「品位を失うべき非行」と認められ
る場合に初めて懲戒の対象となるとされている19）。

逆に言えば、職務基本規程の個別条文に違反する
と明確に認定できない場合であっても、弁護士が

「品位を失うべき非行」を行ったと認定できる限
り、弁護士は懲戒処分を受け得る（実際になされ
た懲戒処分の中には、弁護士法及び職務基本規程
の個別条文の違反を指摘せずに「被懲戒者の上記
行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士と
しての品位を失うべき非行に該当する」と認定す
るものが多数存在する）。

TPFのような弁護士法及び職務基本規程の制
定時に想定されていなかった制度に関しては、個
別具体的な規程には反しないとしても、「品位を
失うべき非行」に該当するとして規制が及ぶ可能
性がある。そこで、以下では、TPFとの関係で
弁護士法及び職務基本規程の個別具体的な規定が
どのように問題となるかを中心に検討しつつ、弁
護士の「品位」といった抽象的な見地からの規制
可能性についても可能な範囲で言及する。なお、
TPF事業者の行為が法令違反を構成するときは、
当該TPF対象紛争を代理する弁護士の活動につ
いて弁護士法又は職務基本規程違反に問われる可
能性が高くなることに留意すべきである。

（2）弁護士法27条／職務基本規程11条
弁護士法27条は、弁護士が同法72条ないし74

条に違反する者（以下「弁護士法違反者」という）
から「事件の周旋を受け」ること等を禁止する。
職務基本規程11条は、この弁護士法の規制をさ
らに広め、弁護士が弁護士法違反者又は弁護士法
72条ないし74条に違反すると疑うに足りる相当
な理由がある者（以下、併せて「弁護士法違反者
等」という）から、「依頼者の紹介を受け」、また、

「これらの者を利用」すること等を禁止している。
ア　「周旋」又は「紹介」について
「周旋」の定義は、上記Ⅱ．（1）で述べたとお

りであり、「受け」とは受諾の意思表示をするこ
とを意味する20）。すなわち、弁護士法違反者から

「事件の周旋」があり、又は弁護士法違反者等か

18）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著『解説弁護士職務基本規程〔第3版〕』（2017年、日本弁護士連合会）「（初
版）提案理由の骨子と制定経緯の概要」及び221頁。
19）前掲注18）18頁。
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ら「依頼者の紹介」があり、これに対して受諾の
意思表示をすることで、弁護士法27条又は職務
基本規程11条の違反がそれぞれ成立する。

TPF事業者は、その業務の性質上、訴訟（仲裁）
代理人を必要としている当事者と接点を持つこと
になるため、弁護士に対して「事件の周旋」又は

「依頼者の紹介」を行う機会を有することになる
（TPF事業者としても、TPF対象紛争の勝率を高
めるために腕のよい弁護士を紹介するインセン
ティブを有する）。仮に当該TPF事業者が弁護士
法72条若しくは73条に違反する場合、又は違反
すると疑うに足りる相当な理由がある場合、弁護
士が当該TPF事業者から「周旋」を受けること
には弁護士法27条違反の、弁護士が当該TPF事
業者から「依頼者の紹介」を受けることには職務
基本規程11条違反のリスクが、それぞれ存在す
ることになるが、弁護士において、紹介者が
TPF事業者であるという認識があるだけで、直
ちに同人が「弁護士法違反者等」であることの認
識があるとまではいえないと考えられる。ただし、
弁護士が当該TPF事業者の締結しているTPF契
約の具体的内容まで把握しているような場合に
は、当該弁護士に「弁護士法違反者等」の認識が
あったと認定されることもあると考えられる。紹
介者がTPF事業者である場合において、TPF契
約の内容について弁護士が調査・確認義務を負う
かどうかも問題となるが、当該TPFの適法性い
かんが弁護士の職務遂行の適法性・倫理性の評価
に影響することに照らせば、調査・確認義務を負
うとする考え方もあり得る。
イ　「利用」について

ここでいう「利用」とは「そのような者を使っ
て事件を集め、または事件の具体的な処理をする
こと」を意味する21）。

上記Ⅱ．（1）のとおり、TPF事業者について、
当該TPF契約の内容次第では弁護士法72条又は
73条に違反すると疑うに足りる相当な理由があ
る場合が存すると考えられるが、仮にそのような

理由があると判断される場合であっても、TPF
事業者はTPF利用者に資金を提供しているにす
ぎず、弁護士自身が、TPF事業者を使って事件
を集めたり、事件を処理しているわけではない。
そのため、TPF事業者が資金を提供する事件の
処理に弁護士が関わることのみをもって、「その
ような者を使って事件を集め、または事件の具体
的な処理」をしたと評価することはできないと考
えられる。ただし、当該弁護士が、TPF事業者
と一体となって依頼者を誘引し、あるいは、
TPF事業者の側に立って、TPF契約の締結に深
く関与するような場合には、「利用」と評価され
る場合もあり得ると考えられる。

なお、弁護士がTPF対象紛争を代理する際、
TPF事業者から（TPF利用者を経由せずに）直
接に弁護士報酬の支払を受けるという支払手続が
採用される可能性がある。このようなアレンジが
なされたとしても、弁護士はTPF事業者から弁
護士報酬を受領しているだけであるから、それだ
けでTPF事業者の「利用」に該当するとはいえ
ないと考えられる。もっとも、弁護士としては、
疑義を生じないよう、TPF契約の当事者とはな
らないようにし、また、弁護士報酬はTPF事業
者を経由せずに依頼者であるTPF利用者から直
接受け取ることが望ましい。

（3）職務基本規程12条
職務基本規程12条は、弁護士が弁護士等以外

の者との間で「その職務に関する報酬」を分配す
ることを禁止している。

上記Ⅰ．のとおり、TPF事業者は、TPF利用
者が法的紛争の結果から得る経済的利益の一部の
分配を受けることになるが、それはTPF事業者
がTPF利用者に弁護士報酬等を提供したことに
対する対価として受け取るものである。TPF利
用者が、TPF事業者に対する「対価」と弁護士
に対する「職務に関する報酬」を各々に支払う限
り、弁護士がTPF事業者と「その職務に関する

20）日本弁護士連合会調査室編著・前掲注15) 245-246頁。
21）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）26-27頁。
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報酬」を「分配」することにはならず、職務基本
規程12条には反しないと考えることができる22）。

一方で、TPF契約の締結に際して、弁護士も
契約当事者となり、勝訴した場合の経済的利益の
分配について依頼者（TPF利用者）・弁護士・
TPF事業者の三者で合意するような場合、「紛争
解決のために弁護士とTPF事業者によって提供
されたサービス全体の対価」を、弁護士とTPF
事業者で「分配」していると評価されないかが問
題となり得る。もちろん、「紛争解決のために弁
護士とTPF事業者によって提供されたサービス
全体の対価」は「（弁護士の）その職務に関する
報酬」とは異なるため、このような合意が直ちに
職務基本規程12条に反するとはいえないと考え
られるが、疑義を避けるため、弁護士はTPF契
約の当事者とならないこと、また、前記（2）で
も述べたとおり、弁護士はその報酬を依頼者から
直接受け取ることが望ましい。仮に「分配」と評
価される場合には、職務基本規程12条ただし書
にいう「正当な理由」の有無が問題となるが、隣
接専門職でもないTPF事業者との「分配」に「正
当な理由」を見い出すことは難しい。

（4）職務基本規程13条
職務基本規程13条は、弁護士が依頼者の紹介

を受けたことに対する対価の支払（1項）、弁護士
が依頼者の紹介をしたことに対する対価の受領

（2項）を禁止している。
TPF事業者は訴訟・仲裁を担当する弁護士の選

任に関する助言を行うこともあり得るが、弁護士
が自らを推薦してもらうことと引換えに、TPF事
業者に対価を支払うことは本条1項により禁止さ
れる。また、2項の「紹介」には、弁護士以外の
者に対する紹介も含まれるとされているから23）、

弁護士がTPF事業者に依頼者を紹介したのと引
換えに対価を受領することは、本条2項により禁
止される。本条2項違反が成立するのは対価性が
認められる場合に限られるが、これが認められな
いとしても「品位を失うべき非行」（弁護士法56
条1項）に該当すると評価される可能性は残る。
そのため、TPF事業者から弁護士が弁護士報酬
を含め直接金銭等を受領するスキームは避けた方
が無難である。

（5）職務基本規程14条
職務基本規程14条は、弁護士が違法・不正な行

為を助長し、又はそのような行為を利用すること
を禁止している。「助長」とは、違法・不正であ
ることを知りながら、これを第三者に推奨するこ
とによって、違法・不正の実現に手を貸したり、
その存続又は継続を支援することを、「利用」とは、
違法・不正な行為によって、弁護士が自らの事件
処理を有利にしたり、それに便乗して利益を得た
りすることを、それぞれいう24）。したがって、仮
にTPF事業者の行為が弁護士法違反を構成する場
合に、弁護士が、それを知りつつ、TPF事業者に
よるTPF契約の締結を支援したり、資金難の依頼
者にTPF契約を締結させて弁護士報酬を得る場合
には、本条違反を構成し得る。本条違反には、違
法又は不正な行為と知っていたことが必要である
から、弁護士がTPF事業者の行為の違法又は不正
を知らなければ、本条違反は成立しない25）。しか
し、弁護士が過失等により違法や不正を知らな
かった場合で、結果として違法又は不正な行為を
助長又は利用したと評価されるときは、「品位を
失うべき非行」（弁護士法56条1項）に該当する
と判断され得ることには注意を要する26）。ここで
も、TPF対象紛争を代理しようとする弁護士は、

22）このような見解を採用したとしても、TPF事業者が弁護士からその報酬の一部を受け取るスキームについては、
職務基本規程12条違反となり得る（西・前掲注5）123頁）。また、前掲注11）「Best Practices for Third-Party 
Litigation Funding」は、米国において、TPF事業者と法律事務所がTPF契約を締結するというDirect Lawyer-
Funder Arrangementsというものが存在し、その弁護士倫理上の許容性には議論があるとする（同III．A）。日本にお
いて、このような形のTPFは職務基本規程12条に違反し認められないのではないかと考えられる。
23）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）30頁。
24）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）32頁。
25）同上。
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当該案件におけるTPF事業者の行為が弁護士法
違反を構成しないことについて、調査・確認して
おくのが安全である。

（6）職務基本規程15条
職務基本規程15条は、弁護士が公序良俗に反

する事業その他の品位を損なう事業を営み、また、
そのような事業に加わることを禁止している。「営
み」とは、弁護士がその事業に対する支配権を有
する場合をいい、「加わり」とは、事業執行又は
その指揮命令権の行使に実質的に参加することを
いう27）。そうすると、弁護士がTPF事業者の事
業経営に参画しているような場合でなければ、こ
れに該当することはないであろう。もっとも、前
記Ⅱ．（3）の東京地裁平成4年判決の事案に照ら
すと、TPF事業者が異常に高額の分配を受ける
ようなTPF契約は、暴利行為として公序良俗違
反とされるおそれがあり、弁護士が当該TPF契
約の内容を知りつつ、これに関与した場合、本条
には該当しないとしても、「品位を失うべき非行」

（弁護士法56条1項）に該当すると判断され得る
ことに留意する必要がある。

（7）職務基本規程22条
職務基本規程22条は、弁護士が依頼者の意思

を尊重して職務を行うことを要求する。
TPFが用いられる場合、和解に応じるかどうか、

和解をする場合の基本的内容をどうするかといっ
た点において、依頼者とTPF事業者の間で意見が
対立する場合がある（もとより、TPF事業者は弁

護士が行うべき訴訟活動を行ってはならず、和解
に関する意思決定にも介入してはならないという
点は、上記Ⅱ．（1）のとおりである）。弁護士の
依頼者はTPF利用者である申立人等であり、TPF
事業者は依頼者ではない。そのため、弁護士が尊
重すべきは専ら申立人等の意思であり、TPF事業
者の意向を優先することは本条に違反することと
なる28）。

上記は当然のことではあるが、依頼者が勝訴し
て相手方から金銭を取得するまでは、弁護士報酬
を実質的にTPF事業者が負担しており、とりわ
け当該TPF事業者から継続的にTPF利用者の代
理人弁護士として推薦されているような場合に
は、TPF事業者から弁護士に対して有形無形の
プレッシャーがかけられる可能性があり、弁護士
もTPF事業者に迎合してしまうおそれがある29）。
弁護士としては「委任契約の相手方たる依頼者は
申立人等であり、TPF事業者は資金提供者にす
ぎない」という意識を常に持つ必要がある30）。

（8）職務基本規程23条
職務基本規程23条は、弁護士が正当な理由な

く依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏ら
すこと又は利用することを禁止している31）。

TPF事業者は、TPF対象紛争の結果に利害関
係を有するため、弁護士に対して紛争の進行状況
の報告を求めることがあり得る32）。このような報
告に応じることは形式的には弁護士が「職務上知
り得た秘密」を第三者に伝えることになるため、

「正当な理由」（例えば依頼者の承諾）が必要にな

26）同上。
27）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）33頁。
28）裁判上の和解をするに当たって依頼者の具体的な同意なくして弁護士が和解を成立させることについては、職務
基本規程20条との関係でも問題が生じる。この点で、裁判上の和解のような重要な事項については、当事者の意思確
認が必要であるが、個別具体的な同意がない場合であっても、推定的承諾が認められる場合があるとされている（日
本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）45頁）。
29）前掲注10）「Guidance Note 10.1.1 on Third-Party Funding」の35項(c)は「継続的なビジネスを獲得するため」（so 
as to gain repeat business）に弁護士がTPF事業者に迎合する危険性を指摘している。
30）前掲注10）「Guidance Note 10.1.1 on Third-Party Funding」35-40項は、弁護士がこの点に留意すべきことを明
記し、これと矛盾するような条項がTPF契約に存在しないことを確認するよう求めている。
31）弁護士法23条も弁護士の秘密保持の義務について規定するが、同条における依頼者に対する秘密保持の義務につ
いては、本論稿における職務基本規程23条に関する検討が同様に当てはまると考えられる。
32）トム・グラスゴー他・前掲注2）61頁の脚注12参照。
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る33）。TPF事業者への定期的な報告が要請され
るような場合には、依頼者から事前に包括的な承
諾書を取得しておくことも考えられる。もっとも、
そのような包括的な承諾書があっても、特に重要
な情報（例えば、依頼者が特定の条件で和解に応
じる意思があること）については、TPF事業者
への情報開示に際して、依頼者から個別の承諾を
採っておくのが望ましい。

（9）職務基本規程27条及び28条
職務基本規程27条及び28条は、利益相反等の観

点から、弁護士の事件受任を制限するものである
（弁護士法25条1号ないし5号は、職務基本規程27
条と同様の規律を定めるが、本論稿では職務基本
規程27条について検討する）。

上記（7）のとおり、TPF利用者を代理してい
る弁護士にとって、TPF事業者は「依頼者」で
はない（同様に、TPF利用者の相手方を代理し
ている弁護士にとって、TPF事業者は「相手方」
ではない）。そのため、TPFが利用されている事
件の一方当事者を代理している弁護士に対し、
TPF事業者の存在を理由として、職務基本規程
27条又は28条の制限は及ばない34）。

もっとも、弁護士LがTPF事業者Pの顧問弁護
士を務めているような場合、PはLの「依頼者」
となる。そのため、例えば、原告XがPから資金
提供を受けている事件においてLが被告Yを代理
することは、職務基本規程28条3号により、制限
されると解される。PはYが敗訴することでXか
ら分配を受けられるため、PとYの利益が相反す
るといえるからである。ただし、顧問弁護士だか
らといって、LにおいてXがPの資金提供を受け
ている事実を認識することは通常困難であり、L
にそのような認識がなかった場合には、LがYを

代理したからといって、職務基本規程28条3号違
反を問うことはできないであろう。もっとも、そ
の場合でも、弁護士の過失等により資金提供の事
実を認識しなかった場合に、「品位を失うべき非
行」（弁護士法56条1項）に該当すると判断され
ることはあり得る。

Ⅳ．終わりに

上記Ⅰ．で述べたとおり、TPFは国際仲裁と
の関係でその重要性が指摘されており、その重要
性は今後も増すと考えられる。我が国の政府目標
でもある「我が国における国際仲裁の活性化」を
実質的に達成するためには、TPF利用の活性化
が今後重要な一要素となると考えられる。

海外でも、従来、TPFについては、不当な請
求が増加する、利益相反を誘発する、違法・反倫
理的である、悪徳TPF事業者が跋扈する等の批
判がされてきたが、これらの批判は徐々に克服さ
れ、現在ではTPFが一定の信用を得て活用され
ている35）。

上記Ⅱ．及びⅢ．で概観したとおり、日本の現
行制度の下でも、TPFが全面的に違法又は反倫
理的であるとして禁止されるとは考え難い。しか
しながら、TPFは資金を提供する事業であり、
TPF事業者はその事業を始めるに際して、多額
の原資を用意する必要がある。適法性が不明確で
あることは、このような原資を調達して事業を開
始する上での障害になることは否定できない。ま
た、TPFは、権利を侵害された者に対し法的救
済の道を開くという社会的意義を有する一方で、
不当訴訟を誘発する危険性や利用者の権利が害さ
れる危険性も有している。さらには、TPF事業
者にガバナンスが及ばなければ、TPF自体の信

33）日本弁護士連合会弁護士倫理委員会編著・前掲注18）62頁。
34）例えば、職務基本規程27条3号は、「受任している事件の相手方からの依頼による他の事件」の受任を制限してい
るが、ある事件において弁護士Lの「相手方」に当たる当事者AがTPF事業者Pを利用しているとしても、Pは「相手
方」ではないから、LがPの資金提供している別事件の当事者Bを代理することは制限されない。
35）Selvyn Seidel and Sandra Sherman, “‘Corporate Governance’ rules are coming to third-party financing of 
international arbitration (and in general),” ch. 3 of Dossiers ICC Institute of World Business Law, Third-party 
Funding in International Arbitration, 35-36 (2013).
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用性が失われる。TPF事業者に適切な規制を及
ぼしつつ適法性を担保するため、立法やガイドラ
インを含め、一定のルールを定めることが望まし
いと考えられる。

また、TPF自体の適法性の問題が解決したと
しても、TPFを用いた事件に関与する弁護士等
の関係者のルールも明確にならなければTPFの
活用が進むとは考え難い。近時、弁護士に対する
懲戒請求の数が増加傾向にあること36）も考え合
わせると、TPF対象紛争についても、弁護士が、
懲戒請求を受ける心配なくTPF利用者の代理人

として適切な弁護活動を行うことが担保される必
要がある。上記Ⅲ．のとおり、TPFと職務基本
規程の関係性には不透明な点が多く、論点を洗い
出した上で、日弁連がTPFについて職務基本規
程の解釈・運用指針を定めるなど、一定のルール
を整備することが不可欠であると考えられる。我
が国では、未だTPFに関する議論が十分になさ
れているとは言い難いが、とりわけ我が国の仲裁
の国際化の重要性を考えると、TPFに関する議
論を避けて通ることはできない。本論稿がその一
助となれば幸いである37）。

36）日本弁護士連合会「2018年 懲戒請求事案集計報告」（https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/
statistics/data/white_paper/2018/5-3-15_tokei_2018.pdf）。
37）本論稿の作成に当たり、貴重な意見を頂戴した二宮照興弁護士に御礼申し上げる。
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Ⅰ．コロナ禍での中東ビジネス

中東では、欧米ほどのCOVID-19感染者数は報
告されていないが、中東ビジネスにおいても、他
地域同様、COVID-19の影響は大きい。

中東アフリカ地域で、日本企業の拠点が最も多
いのは、アラブ首長国連邦（以下、｢UAE｣ という）
であるが、UAEは、中東アフリカ地域における
ビジネスハブであり、UAEに拠点を置く企業の
多くは、UAEだけでなく、中東アフリカ諸国を
広域にカバーしている。日本企業の場合、そのほ
とんどは、中東アフリカ各国に拠点を置くという
状況にはなく、UAE拠点の駐在員が各国に出張
し、各国事業を開拓、推進しているケースが多い。

そのため、コロナ禍により、国家間の移動が制
限される状況が、在UAEの日本企業に与える影
響は大きく、それによる日本企業の中東アフリカ
事業全体への影響も否めない。

そうした中、中東においても、コロナ禍に起因
して、自社又は取引先の財務状況の悪化に伴う債
権回収問題や労務問題が、典型的な法律問題とし
て生じている。

本稿では、中東における紛争解決地として最も
利用されるUAEの利点を、その司法制度の特殊
性と共に紹介し、コロナ禍における紛争において、
よく問題になる不可抗力について、中東ビジネス
において準拠法とされることが多い各国法の下で
のポイントを整理する。

Ⅱ．中東における紛争解決

中東地域において、国際的商事紛争の解決地と
して最も利用されるのは、UAEであり、UAEでは、
同国に関する紛争以外のものも含め、多くの中東
ビジネス関連の裁判、仲裁が行われている。

中東関連の紛争に関するUAEにおける解決の
利点は、UAEと中東諸国との間の判決及び仲裁
判断の相互執行に関する条約の存在により、
UAEにおける判決・仲裁判断の中東諸国におけ
る非承認のリスクが相対的に小さいこと、英語に
よる迅速な裁判が可能であること、国際的信頼度
の高い仲裁機関があること、弁護士や仲裁人等の
専門家の確保がしやすいこと等である。

1. 外国判決・仲裁判断の承認・執行の問題
国際取引における契約上の準拠法と管轄の定め

について、日本企業にとって最も好ましいのは、
一般的には、準拠法を日本法とし、管轄を日本の
裁判所又は仲裁廷とすることである。

自国法に基づく自国での法的手続の場合、法令、
判例を含む関連情報の取得や専門家確保が容易で
あり、裁判や仲裁の準備はしやすく、結果の予見
可能性の点でも好ましい上、人的負担、金銭的負
担も軽くなる。

そのため、中東ビジネスにおいても、日本企業
の契約では、準拠法を日本法とし、紛争解決を日
本における裁判又は仲裁と定めているものが少な

コロナ禍における中東ビジネスと紛争解決

森下真生 Masao Morishita

西村あさひ法律事務所　弁護士
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くない。
公平の観点から、第三国法が選択される場合、

日本企業の契約では、英国法やシンガポール法を
採用するものが多い。

しかし、中東での取引に関する契約における準
拠法と紛争解決地の選択においては、外国判決・
仲裁判断の承認・執行の問題があることに留意す
べきである。

例えば、（近年、状況は劇的に改善されてきて
いるものの）サウジアラビアは、長らく外国判決
や外国仲裁判断の執行が著しく困難であった。サ
ウジアラビアは、外国仲裁判断の承認及び執行に
関する条約（ニューヨーク条約）の締約国である
ものの、同条約の締約国の中で、最も外国仲裁判
断の執行が困難な国とも言われていたほどであ
る。また、UAEも同様に、外国判決の執行が困
難と言われる国であり、また、同様に、ニューヨー
ク条約の締約国であるものの、外国仲裁判断の執
行は必ずしも容易ではないと言われてきた1）。

もっとも、GCC（Gulf Cooperation Council）
諸国では、外資を魅了するために、事業環境整備
に向けて、各種立法（競争法、倒産法、担保関連
法、外国投資法等）がなされるなど、近年の変化
は目覚ましく、その変化は司法制度にも及んでい
る2）。その結果、外国判決・仲裁判断の承認・執
行についても、認められやすくなってきている。

したがって、外国判決・仲裁判断の不執行のリ
スクを過大視する必要はないと思われるが（外国
判決・仲裁判断の執行リスクを考慮して、外国で
の紛争解決が回避されるという状況にはない）、
やはり成熟国と比較すると、そのリスクは高い。

2. 現地裁判・仲裁の問題点
もっとも、現地の裁判所における裁判は現地語

で行われ（アラブ諸国の場合は、アラビア語）、
訴訟資料もすべて現地語訳が求められるところ、
日本企業にとって、現地語裁判のマネジメントは
容易ではない。

UAEを含むGCC諸国では、裁判例の公表が十
分ではないこと、裁判の先例拘束性がないとされ
ること、商事関連法について、学者がおらず、実
務指針となる有力な学説等が存在しないこと等か
ら、裁判の予測可能性は必ずしも高くない。

GCC諸国では、裁判官の腐敗リスクは高くな
いが、裁判官は、事実関係の調査や証拠の取り調
べについて、専門官（expert）を選任することが
できるところ、専門官の腐敗リスクは相対的に高
い。また、専門官の能力が必ずしも高くない場合
も少なくなく、不合理な事実認定がなされる恐れ
がある。

また、現地の実務家によれば、現地での裁判は、
現地国民が相手であっても、基本的に公平に行わ
れているということであるが、王族や現地の有力
一族が相手である場合の裁判への影響についての
不安はある3）。

以上は主にGCC諸国における裁判の問題点で
あるが、中東関連取引について、準拠法を現地法
とし、紛争解決地を現地裁判所とするのは、日本
企業として、進んですべき選択ではない。

他方、中東における仲裁には、国際的信頼度が
高い仲裁機関が限られるという問題がある。

1）UAEでは、例えば、仲裁判断がUAEで署名されていないこと、仲裁判断の各頁にあるイニシャルが署名であるべ
きこと、証人の宣誓手続がUAE裁判所で実施される方法に従っていないこと等によって、仲裁判断の承認が拒否され
たことがある。
2）サウジアラビアでは、2012年に新たな仲裁法と執行法が制定され、執行法により、外国判決・仲裁判断の承認・
執行機関は、国王直属の苦情処理庁から新たに設置された執行裁判所に代わった。両法に基づく制度変更が、サウジ
アラビアにおける外国判決・仲裁判断の執行例の増加に繋がっている。また、UAEでは、2018年に仲裁法が定められ、
同年、外国判決の承認・執行を著しく困難にしていた要件の変更を含む民事訴訟法の改正もなされた。
3）中東諸国では人的関係によって、制度上は不可能であることが、可能となることがある。例えば、UAEでは、本
来契約書がなければ登録できない代理店関係の当局への登録が、現地代理店によって、契約書なしになされているケ
ースがあり、また、当局担当者との関係性によって、通常得られない情報を得られることがある。
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3. UAEを紛争解決地とすることの合理性
（a）相互執行条約の存在

UAEは、ニューヨーク条約の加盟国であるが、
さらに、アラブ連盟の加盟国間での判決及び仲裁
判断の相互執行を定めるリヤド協定（Riyadh 
Arab Agreement for Judicial Cooperation）4）と、
GCC諸国における判決及び仲裁判断の相互執行
を定めるGCC協定（GCC Convention for the 
Execution of Judgement, Delegations and Judicial 
Notifications）の加盟国でもある。

リヤド協定には、ニューヨーク条約の加盟国で
ない国も加盟しており、また、外国仲裁判断のみ
を対象とするニューヨーク条約と異なり、リヤド
協定とGCC協定はいずれも、外国判決の承認・
執行も対象とするものである。

中東には、ニューヨーク条約の加盟国でありな
がら、外国仲裁判断の承認・執行が認められにく
い国があるが、そうした国でも、リヤド協定や
GCC協定の加盟国でなされた仲裁判断であれば、
執行は相対的に認められやすいと言われることも
ある。

また、イスラム教国においては、イスラム法も
公序（public policy）を構成し、イスラム法に反
する場合には、外国判決又は仲裁判断の承認は認
められないが、リヤド協定とGCC協定の加盟国
はイスラム教国であり、そもそもイスラム法に反
する判断がなされる可能性は低い。

したがって、リヤド協定加盟国やGCC諸国で
の執行が問題になる場合、リヤド協定やGCC協
定の加盟国における裁判又は仲裁を選択すること
は、合理的であると考えられる。

（b）国際水準の裁判所、仲裁センターの存在
UAEには、独自の法制度と裁判所を有する

DIFC（Dubai International Financial Centre）と
ADGM（Abu Dhabi Global Market）という特別
なエリアが存在するが、後述のとおり、DIFCと
ADGMでの裁判の場合は、上記の現地裁判の問

題点は基本的に解消される。
仲裁センターについても、UAEには、ドバイ首

長国に、ドバイ国際仲裁センター（DIAC：Dubai 
International Arbitration Centre）と、DIFC-
LCIA仲裁センター（DIFC-LCIA Arbitration 
Centre）という2つの国際的に著名な仲裁センター
がある。このうち、DIFC-LCIA仲裁センターは、
DIFCと、世界的仲裁機関であるロンドン国際仲
裁裁判所（LCIA：London Court of International 
Arbitration）に共同運営されており、LCIAの規
則に基づく仲裁規則を有し、LCIAのデータベー
スやノウハウに依拠した仲裁を行う。そのため、
外国企業にとっては、安心感があり、2008年の設
立以来、利用件数は増加の一途を辿っている。

また、アブダビ首長国のADGMには、2017年に、
国際商業会議所（ICC：International Chamber of 
Commerce）国際仲裁裁判所（International Court 
of Arbitration）の中東・北アフリカ事務所が設
置されたが、2021年4月には、世界で5番目のICC
仲裁裁判所のケースマネジメントオフィスが運営
を開始する予定である。

リヤド協定やGCC協定に基づく加盟国間での
外国判決・仲裁判断の承認・執行の相対的容易性
については、協定加盟国全てに妥当するものであ
り、UAEだけの利点ではないが、優れた裁判所
と仲裁センターの存在が、UAEを中東における
紛争解決地として、際立たせている。UAEには
著名な国際事務所の中東拠点が集中し、専門家の
確保がしやすいことや、世界有数の航空会社であ
るエミレーツ航空やエティハド航空の存在によ
り、世界各都市からのアクセスがしやすいことも、
優位点となる。

4. UAEの司法制度
UAEを紛争解決地として選択する場合、UAE

が7つの首長国（アブダビ、ドバイ、シャルジャ、
ラス・アル・カイマ、アジュマン、フジャイラ、

4）加盟国は、UAEの他、アルジェリア、バーレーン、ジブチ、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、リビア、
モーリタニア、モロッコ、オマーン、パレスチナ、カタール、サウジアラビア、ソマリア、スーダン、シリア、チュ
ニジア及びイエメンであり、中東アフリカ諸国によって構成されている。このうち、イラク、リビア、ソマリア及び
イエメンはニューヨーク条約の加盟国ではない。
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ウンム・アル・カイワイン）から成る連邦制の国
家であることや、全体としては、大陸法系の国で
ありながら、一部に英国法の影響の濃いコモン
ローの法域を有するという特殊性から、契約にお
いて、単に、準拠法をUAE法とし、紛争解決地
をUAEとすれば良いということにはならない。

以下、契約に際しての準拠法、紛争解決地の決
定の前提として理解が必要なUAEの司法制度に
ついて、概説する。

（a）地域による法律の差異
UAEは、全体としては、フランス法を基礎と

して、イスラム法も採り入れたエジプト法に影響
を受けた大陸法系の法制度を有する。

各首長国は、憲法上、連邦政府の権限とされる
ものを除き、その領域について独自に権限を有す
る。外交、軍事、安全保障等、憲法上、連邦政府
に排他的に立法権が認められる事項を除き、立法
権も各首長国が有し、各首長国の法律の内容は異
なる。

さらに、ドバイ首長国のDIFCとアブダビ首長
国のADGMでは、他のエリアと異なる独自の司
法制度を有し、コモンローを採用している5）。

なお、DIFCとADGMは、外資規制の適用を受
けないフリーゾーンと呼ばれるエリアであるが、
UAEにおいて、フリーゾーンは他にも多数存在
する。しかし、独自の法制度を有するのは、
DIFCとADGMのみであり、それ以外のフリー
ゾーンは、フリーゾーン外のエリアと同様の法律
に服する。

以上のとおり、UAEは、いわゆる地域的不統
一法国であるが、首長国毎に法律が異なるだけで
なく、全体として大陸法系の国でありながら、一
部にコモンローを採用するエリアが存在している
という珍しい国である6）。

したがって、契約における準拠法の合意につい
ては、UAE法と合意しただけでは足りず、関連

する首長国法も準拠法とする必要性がある。また、
準拠法をDIFC法又はADGM法とする場合には、
契約上、UAE法ではなく、DIFC法又はADGM法
として合意するのが通常である。

（b）地域による裁判所の差異
裁判所についても、各首長国は、独自の裁判所

を設置できるが、憲法上、各首長国は連邦裁判所
に首長国裁判所の機能を委ねることができるとさ
れる。独自の首長国裁判所があるのは、アブダビ、
ドバイ及びラス・アル・カイマの3首長国であり、
残りの4つの首長国については、連邦裁判所が、
首長国に管轄がある事項についても、裁判を行う。

また、DIFCとADGMには、それぞれコモンロー
に基づく裁判を行う独自の裁判所が存在する。

このようにUAEにおいては、裁判所について
も、地域による違いがあるため、準拠法の場合と
同様、契約上、UAEの裁判所を紛争解決地とす
る場合には、首長国まで特定する必要がある。

また、紛争解決地を、DIFC裁判所又はADGM
裁判所とする場合には、UAE裁判所ではなく、
DIFC裁判所又はADGM裁判所として合意するこ
とになる。

（c）オンショア裁判所とオフショア裁判所の差異
DIFC裁判所とADGM裁判所（以下、｢オフショ

ア裁判所｣ と総称する）とUAEにおけるそれら以
外の裁判所（以下、｢オンショア裁判所｣ と総称す
る）の大きな違いは、まず裁判において適用され
る法律や法的原則が異なるということである。

オンショア裁判所が、UAE法の下で裁判を行
うのに対し、オフショア裁判所はコモンローに基
づき裁判を行う。オフショア裁判所における裁判
では、当該裁判所における先例のみならず、コモ
ンローの判例、特に英国における判例が、重視さ
れる。さらに、ADGMでは、英国法適用規則

（Application of English Law Regulations 2015）
により、英国コモンローと、民商事分野の多くの

5）ドバイ首長国は、金融フリーゾーンであるDIFCへの金融機関の誘致にあたり、DIFCを、世界最高水準の法制度
を備えたフリーゾーンにすることを目指したが、他のエリアと異なり、英国コモンローが採用されたのは、DIFCの
法制度の整備にあたり、英国法律事務所が大きな役割を担うこととなったことによるものと推測される。
6）同様に国全体としては大陸法系の国であるカタールでも、2005年に設置されたカタール金融センター（QFC：
Qatar Financial Centre）においては、コモンローに基づく法制度が採用されている。
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英国法が直接適用され、より英国での裁判に近い
裁判を実施し得る。

また、実務上、重要な差異として、オンショア
裁判所の裁判がアラビア語で行われるのに対し
て、オフショア裁判所での裁判は英語で行われる
ことが挙げられる。

前記のとおり、オンショア裁判所における裁判
には、結果の予見可能性が必ずしも高くないとい
う問題があるが、オフショア裁判所では、コモン
ローに基づいて裁判が行われ、また、判決もデー
タベース化されて公開されているため、裁判の結
果が相対的に予測しやすい。

さらに、オフショア裁判所は、オンショア裁判
所に比べて、手続遅延が少なく、また、三審制で
あるオンショア裁判所に対して、二審制であるた
め、裁判に要する期間が短いという利点もある。

したがって、外国企業が、商事分野における紛
争解決方法として、UAEにおける裁判を選択す
る場合、基本的には、オンショア裁判所よりオフ
ショア裁判所の方が好ましい。

但し、（強調すべき問題ではないものの）オフ
ショア裁判所の歴史は浅いため、外国での執行事
例は限定的であり、オフショア裁判所における裁
判が、リヤド協定やGCC協定において、各国に
執行が義務付けられることになる「UAEにおけ
る裁判」に該当するのかという点は、一応議論の
余地がある。また、DIFCとADGMの設置は連邦
法に基づくものの、オフショア裁判所は各首長国

法に基づき設置されているため、オフショア裁判
所の裁判には、その所在する首長国以外での執行
に問題がある可能性も残る。

Ⅲ．中東における不可抗力

既に、コロナ禍が始まり、長期間が経過してい
るため、不可抗力の主張はしにくくなっているも
のの、中東でも、コロナ禍に起因する紛争におい
ては、不可抗力による免責の可否が問題になる。

法律上の不可抗力に関する定めの有無は、国に
よって異なるが、コモンロー下においては、不可
抗力の場合に、債務が免責されるというルールは
なく、不可抗力による免責が認められるかは、当
事者の合意に委ねられる。

他方で、大陸法系の国においては、基本的に不
可抗力の概念が法律上認められており、不可抗力
の場合には債務者は免責される。そのため、当事
者は、契約上、不可抗力に関する条項を定めなく
ても、法律に基づき不可抗力による免責を主張し
得る。

中東諸国の民法の多くは、フランス民法を基礎
とするエジプト民法の影響を受けており、民法上、
不可抗力概念が認められている。

1. 英国法における不可抗力
中東における国際取引においては、準拠法とし

て、英国法が選択されることが多い。

UAEにおけるオンショア裁判所とオフショア裁判所
オンショア裁判所 オフショア裁判所

法制度 大陸法系 コモンロー
裁判の先例拘束性 なし あり

言語 アラビア語 英語
審級 三審制 二審制
手続 基本的に書面 書面+口頭弁論

手続遅延 多い 少ない
救済方法 基本的に損害賠償 損害賠償の他、差止め等

UAEにおける執行 容易
所在する首長国以外の首長国の
場合、問題がある可能性がある。

20-26_コロナ禍における中東��ネスと紛争解決_森下先生.indd   2420-26_コロナ禍における中東��ネスと紛争解決_森下先生.indd   24 2021/04/26   10:282021/04/26   10:28



コロナ禍における中東ビジネスと紛争解決

　68巻5号［2021.5］　　25

英国法下では、不可抗力事由の発生により債務
が免責されるというルールはなく、原則として、
契約違反の場合は、その違反が不可抗力によるも
のであっても、違反者が責任を負うことになる7）。

もっとも、当事者が不可抗力による免責を合意
することは可能であり、英国法を準拠法とする契
約で、不可抗力の場合の免責を定めることは一般
的である。

法律にルールがない以上、不可抗力に関する
ルールについて、できるだけ争われる余地のない
詳細な規定を設けるのが好ましく、英国法準拠の
契約では、不可抗力に関するルール（不可抗力の
定義、発生の効果、発生通知義務、損害軽減義務
等）について、詳細な規定が設けられるものが少
なくない。不可抗力事由についても、契約におい
て、詳細な例が示されることが多い。

コロナ禍が不可抗力事由に該当するか否かにつ
いては、まず、当事者間の契約において、パンデ
ミック（pandemic）、エピデミック（epidemic）、
疫病（plague）といった例示がなされているかが、
確認すべき点となる。

コロナ禍においては、経営不振により、支払が
できなくなった債務者による不可抗力免責の主張
がよく見られるが、金銭債務について免責が認め
られるかについても、基本的には契約文言による。
金銭の支払義務については、いかなる事由によっ
ても、履行不能は想定されないとも考えられるた
め、契約上、明示的に不可抗力免責の対象から除
かれている場合も多い。

2. UAE法下における不可抗力
UAE民法（Civil Transactions Law）も、他の

多くの中東諸国同様、フランス民法を基礎とする
エジプト民法の影響を受けている。UAEの民法
でも、不可抗力概念は認められており、いくつか
の条項において、不可抗力への言及がある。した
がって、UAE民法下では、英国法の場合と異なり、

契約上、不可抗力による免責を定めていなくても、
民法によって免責される可能性がある。

もっとも、UAE民法には、不可抗力の定義は
なく、また、下記のとおり、不可抗力事由により、
免責を受けるための要件も必ずしも明らかではな
い。そのため、UAE法を準拠法とする場合であっ
ても、英国法下の契約の場合と同様、契約上、不
可抗力に関する条項を詳細に定めることは有意義
である。

UAE民法における不可抗力に関する条項とし
て、例えば、双務契約において、不可抗力により、
債務の履行が不能になった場合には、当該債務は
消滅し、契約は無効になるとする条項がある（民
法273条1項）。この場合、両当事者は原状回復義
務を負うとされる（民法274条）。

不可抗力による免責のためには、一般に、不可
抗力による履行不能と、（法文上は必ずしも明ら
かではないが）不可抗力事由の予見不可能性、不
可避性、非支配性が必要と解されている。もっと
も、その要件は必ずしも定かではなく、損害軽減
行為等が必要とされる可能性もある8）。

当該条項によって、金銭債務の場合に免責が認
められるかについても、必ずしも明らかではない
が、一般論として、UAE裁判所は、当該条項の
適用には抑制的であり、金銭債務の場合には、適
用されないと解する実務家が多い。

他方、例外的で予見できない事由によって、履
行不能ではないものの、その履行が過大な負担と
なり、債務者に重大な損害が発生する場合、裁判
所はその債務を軽減することができるとされる

（民法249条）。
当該条項は、不可抗力によって、金銭債務の履

行が困難な場合にも適用されると解されており、
裁判所の判断によっては、金銭債務の場合でも、
債務が一部免責される可能性がある。

7）但し、frustration（後発的履行不能）の法理による免責はあり得る。
8）前記のとおり、UAEでは、裁判例の公表が十分ではないこと、裁判の先例拘束性がないとされること、(イスラム
法を除き)学者がおらず、実務指針となる有力な学説等が存在しないこと等から、多くの場合、法解釈についての通
説的見解が明らかではないという問題がある。

20-26_コロナ禍における中東��ネスと紛争解決_森下先生.indd   2520-26_コロナ禍における中東��ネスと紛争解決_森下先生.indd   25 2021/04/26   10:282021/04/26   10:28



26　　 　68巻5号［2021.5］

3. DIFC法/ADGM法における不可抗力
DIFCには、UNIDROIT国際商事原則をベース

とする独自の契約法（Contract Law）があり、
当該契約法には、不可抗力に関する規定が含まれ
る（DIFC契約法82条）。DIFC法は、英国法の影
響が濃いものの、必ずしも英国法と同一ではなく、
DIFC法を準拠法とする場合には、契約上、不可
抗力に関する合意がなくともDIFC法による不可
抗力免責の可能性がある。

DIFC契約法では、不可抗力による免責につい
て、①当該事由が支配不能であったこと、②当該
事由の契約締結時における考慮が合理的に期待で
きなかったこと、及び③当該事由又はその結果の
回避又は克服が合理的に期待できなかったことが
求められている（同82条1項）。

不可抗力により、不履行となる当事者は、他の
当事者に、当該事由と、その履行能力への影響を
通知しなければならず、事由の発生後、合理的期
間内に通知が受領されなかった場合には、不履行
当事者は、他の当事者の通知の不受領から生じる
損害について責任を負うとされる（同3項）。

また、金銭債務については、不可抗力による免
責が適用されないことが明確にされている（同
82条1項、83条）9）。

これに対して、ADGMにおいては、英国法が

適用され、不可抗力に関する考え方も、英国法と
同様となる。

Ⅳ．結　語

代理店法等、一部に現地側が有利な法律は存在
するものの、中東現地法は、概して不当な内容で
はないが、上記の不可抗力に関する各国法の例か
らも垣間見えるとおり、現地法を準拠法とする場
合には、英国法等、国際取引でよく準拠法として
合意される法律の場合に比べて、困難が多く、ま
た現地における紛争解決も、外国企業が好んで選
択すべきものではない。

しかし、UAEのDIFCとADGMにおける紛争解
決は、現地法と現地裁判に伴う問題が基本的にな
い上、むしろ優れた面があり、中東関連取引にお
いては十分検討に値する。

現地法下の紛争解決の問題点を、現地法やその
運用の改善ではなく、先進他国法に基づく紛争解
決の採用によって解決してしまうのは、迅速かつ
柔軟な意思決定で、多くの世界一を次々実現して
きたUAEならではであるが、急速に進歩する
UAEの中東における紛争解決地としての存在感
は、今後も高まっていくものと思われる。

9）DIFC契約法の不可抗力に関する条項は、UNIDROIT国際商事原則7.1.7条及び7.2.1条と概ね同じである。
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Ⅰ．総論

近時、ロンドンを仲裁地とする事案について、
英国最高裁判所が注目すべき2つの判断を出し
た。1つは（長年複雑な論点とされてきた）仲裁
合意の準拠法、そして、もうひとつは、仲裁人の
職務の公平性とそれに関する開示義務に関する件
である。本稿では、これらの判断を概説しつつ、
この判断を踏まえ組織内弁護士として今後実務に
おいてどのように対処すべきか検討したい。なお、
本稿の中で、意見にわたる部分は筆者ら個人の意
見であり、筆者らが属し、又は属していた組織な
どの意見ではないことを付言する。

Ⅱ．�Enka�Insaat�Ve�Sanayi�AS�v�OOO�
Insurance�Company�Chubb3）

仲裁合意の準拠法を決定するための適切なアプ
ローチは、長い間不明瞭であった分野である。当
事者は、ある契約（「本契約」という）の準拠法を
明記するが、その契約に規定される分離可能な仲
裁合意に適用される法律を明確にせず、その結果、
その契約の法律、所在地またはその他の法律が適
用されるべきかどうかに関する紛争になりうる。

Enka 対 Chubbで、英国最高裁判所は、英国法

に基づき、仲裁合意の準拠法を決定するための適
切かつ明確なアプローチを提示した。同判決は、
以下のとおり、仲裁合意の確実性および執行可能
性を促進することを企図している。この事件は、
Chubbがロシアの裁判所で訴えを提起することの
差し止めを求めるEnkaの要求から始まっている。
元々の請求は、発電所における火災により生じた
損害に関する保険に基づくChubbに対する約400
百万ドルの支払請求に関するもので、Chubbは
Enkaを含めたサブコントラクターに対して当該保
険事故に関して支払填補のための請求を行ってい
る。Enkaはロシアの裁判所における訴えは、本契
約における仲裁合意に違反していると主張した。
本契約上の仲裁合意では、ロンドンを仲裁地とす
るICC（International Chamber of Commerce）仲
裁と規定されていたが、仲裁合意の準拠法は明記
されておらず、本契約自体の準拠法も明記されて
いなかった。以下が英国最高裁判所の判断の概要
である。

（1）本契約上当事者間で明確に選択された準拠法
条項における法律は、一般に、仲裁合意に適用さ
れる法律としても解釈されるべきである。

（2）当事者は、一般に、黙示の合意として、仲裁
合意が有効となる準拠法を選択したものとみなさ
れるべきである。

ロンドンを仲裁地とする事案に関する最近の英国最高裁判所
の事件の概要と組織内弁護士への示唆

ジェシカ・ウェブスター Jessica Webster 進藤千代数 Chiyokazu Shindo

ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業アソシエイト1）

Solicitor of the Supreme Court of England and Wales（英国事務弁護士）
ホーガン・ロヴェルズ法律事務所外国法共同事業カウンセル2）

弁護士・ニューヨーク州弁護士　日本組織内弁護士協会準会員

1）現在、三菱重工業株式会社総務法務部出向中。
2）元HOYA株式会社Regional Counsel for Asia and Pacific.
3）[2020] UKSC 38.
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（3）当事者による明示または黙示の選択がない場
合、仲裁合意の準拠法は、通常、仲裁地の準拠法
となる。

最高裁判所の判決は、仲裁合意はそれを含む本
契約と分離可能であることを前提に、仲裁合意に
も本契約の準拠法条項が拡張されたと判断するに
は、明確な文言が必要であるとする控訴審の判断
から出発している。控訴審のアプローチでは、明
確な文言がなければ、どの法律を選択したか明白
ではないことになり、その代わりに黙示的にどの
法律を選択したか検討する必要がある。これに代
わり、最高裁判所は、本契約の準拠法条項は、一
般に、仲裁合意の準拠法を決定する明白な選択と
解釈されるべきであると判示した。

最高裁判所は、明示的な法の選択がない場合、
両当事者は、黙示的に仲裁合意を支配する仲裁地
の法律を意図していたとは判断しなかった。もっ
とも、最高裁判所は、当事者は黙示的に仲裁合意
が有効となる準拠法を選択した旨の過去の判決を
支持した。

本契約に明示的または黙示的な法律の選択がな
い場合、裁判所は、仲裁合意が「最も密接かつ最
も現実的な関係を有する」法律はどこかを検討す
る。最高裁判所の判断の過半数は、仲裁合意は、
通常、仲裁地の法律と最も密接かつ実質的な関係
があると判断した。この結論に到達する理由はい
くつかあり、このアプローチはとりわけ、次のよ
うな点を考慮している。

（1）仲裁が適法に行われる場所は、仲裁地。
（2）国際法、特にニューヨーク条約のアプローチ
と整合的。

（3）契約に準拠法を選択せず、一定の仲裁地を選
択した契約当事者の合理的な期待を保護。

（4）明示的または黙示的な法律の選択がない場
合、どの法律が適用されるか当事者にわかりやす
くする。

その上で、最後に、裁判所の判断は、英国の法
律が仲裁地の法律である場合、英国裁判所は、一
般的に、仲裁合意が英国の法律に準拠していない

場合でも、仲裁合意の違反を差し止めるための命
令を付与する管轄権を有することを確認している。

以上の判決は、仲裁合意の準拠法が明示又は黙
示には示されていない場合に有益な判断である
が、今後契約ドラフト段階で、準拠法条項または
仲裁条項自体のいずれかにおいて、仲裁合意の準
拠法を明示することにより、この問題に事前に対
処することができる。この点に関して、当事者は、
仲裁合意の中に準拠法条項（仲裁地の法律を適用
したい場合）または本契約上の準拠法を仲裁合意
の準拠法に拡大する条項（本契約の準拠法を適用
したい場合）を入れることができる。交渉相手及
び弁護士の意見を考慮しながら、仲裁合意の準拠
法をいかに適用すべきか検討する必要がある。

Ⅲ．�Hal l ibu r ton�Company対Chubb�
Bermuda�Insurance�Ltd4）

Halliburton対Chubbは、英国最高裁判所が、仲
裁人が特定の見解に偏っているような状況、およ
び仲裁人がその公平性について正当な疑義を持た
れる可能性のある状況を開示しなければならない
場合について判示したものである。英国最高裁判
所は、その判断をするに当たり、ICC（International 
Chamber of Commerce）やLCIA（London Court 
of International Arbitration）を含む多くの利害
関係者から介入を受けた。

この事件は、Deepwater Horizon事件に関する
保険金請求から始まった。Halliburtonは、保険金
請求が拒否されたことを受けて仲裁手続きを開始
した。仲裁は、問題となるBermuda Formポリシー
に基づいて提起された。同ポリシーは、ニューヨー
ク州法に準拠し、ロンドンを仲裁地とするアド
ホック仲裁を規定していた。

HalliburtonおよびChubbはそれぞれ、仲裁条項
に基づき各1名の仲裁人を指名した。しかし、当
事者は（裁判長としての役割を果たす）第三の仲
裁人に合意できなかったため、第三の仲裁人は、
英国高等裁判所により任命された。その後、

4）[2020] UKSC 48.
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Halliburtonに知らされずに、任命された仲裁人
は、その後、同じ事件に起因する2つの関連の仲
裁事件においても仲裁人の任命を受諾していた。

これらの任命を知ったHalliburtonは、それは明
らかな偏見であるとして、当該仲裁人を解任させ
るために、1996年仲裁法第24条(1)(a)に基づいて
高等裁判所に申し立てを行った。高等裁判所およ
び控訴審裁判所は、Halliburtonの申し立てを拒否
したため、Halliburtonは最高裁判所に上告した。

3.1　職務の公平性
最高裁判所は、仲裁の公平性の重要性を強調し、

仲裁人の「基本的義務」であるとした。仲裁人が
公平か、明らかな偏見があるか否かの基準は客観
的なものであるべきで、「事実を考慮した上で、
公平で有識なオブザーバーが、仲裁廷が真に偏見
がある可能性があると結論づけるか否か」5）を考
慮する必要があるとした。

もっとも、仲裁の文脈においては、この基準は、
裁判と仲裁の違いを考慮に入れて適用されなけれ
ばならない。この基準は、仲裁の私的かつ合意的
性質、控訴が限定されているという性質、異なっ
た専門知識、管轄及び法的な伝統に由来する多様
な考え方、仲裁廷における当事者任命仲裁人の役
割についての認識の相違、並びに主として私的な
性質の仲裁のために、自らが当事者となっていな
い仲裁における証拠及び提出に対する共通の仲裁
人の応答を（他の手続に出席することによって）
知らせることができない、といったことを考慮に
入れて適用されなければならない。

これらの異なる見解を考慮に入れて、公平に職
務を遂行すべき義務は、仲裁廷の全てのメンバー
に同じく適用され、「英国法における当事者が任
命した仲裁人は、裁判長と同じ高水準の公正性を
維持することが期待される」。

3.2　開示義務
ロンドンを仲裁地とする仲裁人は、仲裁人が真

に偏見がある可能性があると客観的オブザーバー

が結論づけるか、または合理的に結論づける可能
性のある事実または状況がある場合、それらを開
示する法的義務がある。

しかし、この法的開示義務は、仲裁人のプライ
バシーおよび秘密保持の義務を反故にするもので
はなく、ある情報がこれらプライバシーおよび秘
密保持義務の対象となる場合、開示には明示的な
同意が必要である（ただし、同意は、関連の仲裁
廷の慣習などから推測される場合もある）。

裁判所は、開示する義務と公平性の義務の相互
にどのように関連するか検討し、これらは異なる
時点において検討されるべきであるとした。開示
義務の不履行があったか否かを検討する際には、
開示義務が発生した時点（例えば、仲裁人が重複
する可能性のある仲裁において任命を受諾し、任
務が存続する期間中など）の事実を考慮しなけれ
ばならない。他方、裁判所は、仲裁人が偏見を持っ
ている可能性が実際にあるか否かについては、仲
裁人を解任する申立てについての裁判所の審理時
点で知られている事実及び状況を考慮しなければ
ならない。

3.3　重複する他の仲裁事件を考慮
共通の当事者および同一のまたは重複する論点

を含む複数の仲裁事件において仲裁人がその任命
を受諾した場合には、さらに偏見を生じさせる場
合がある。そのような偏見を生じさせるか否かは、
当該事件における事実関係、仲裁条項の条件、及
び関連する仲裁廷における慣行等次第である。

同様に、仲裁人が重複する仲裁事件の仲裁人任
命を受諾したという事実は、開示されなければな
らないであろう事項である。たとえ偏見を持って
いるreal possibilityが全くないとしても、それが

「合理的に」そのような疑いを生じさせる可能性
がある場合には、開示義務が生じる。仲裁人が開
示を行う必要があるか否かは、関連する仲裁廷に
おける慣行等に依存する。

本件において、裁判所は、仲裁人が法的開示義
務に違反していたと判断したが、明らかな偏見は

5）Porter v Magill [2001] UKHL 67.
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なく、仲裁人が偏見の可能性があることを開示し
なかったことにより、「公平で有識な見解を有す
るオブザーバー」が偏見のreal possibilityがある
と推認することができない、と判断した。

この決定は、仲裁に過度に干渉しないという立
場と整合的な、仲裁人についての異議申立てに対
する英国裁判所の強固なアプローチを示してい
る。もっとも、当事者は、仲裁廷形成後の進展に
よって生じた問題、および仲裁人が継続的または
新規の開示を行う必要性の有無については注視し
ていく必要はある。

Ⅳ．組織内弁護士への示唆

ロンドンを仲裁地とする事案に関する最近の英
国最高裁判所の事件の概要についてみてきた。組
織内弁護士への示唆としては、Enka 対 Chubbに
おいては、仲裁合意の準拠法が本契約上明示又は
黙示的に示されていない場合に、裁判所はどの法
律が仲裁合意に適用されるか決めるためのいくつ
かの要素を示した。組織内弁護士としては、これ
から締結する新しい契約については、仲裁合意の
準拠法を明確にするのが望ましいのは言うまでも

ない。もっとも、既に締結済みの契約において仲
裁合意の準拠法が必ずしも明確ではない契約に触
れることもままあると思われるし、これから締結
する契約についても相手方との交渉上の力関係や
特にビジネスサイドはシンプルな契約を望む等の
理由で仲裁合意の準拠法を明確にせず、今後の協
議に委ねるというビジネス側等の要望があること
もありうる。その際には上記の英国最高裁判所に
より示された要素を考慮して今後の戦略を決定す
る必要がある。既に締結済みの契約においては、
どの法律が仲裁合意に適用されるのか明確ではな
いことがありうるが、そのような場合にはEnka 
対 Chubbは有益なガイダンスを提供することに
なろう。また、一度仲裁人が任命され、仲裁が開
始されると、組織内弁護士としては、自社が当事
者である事件のみ眼が行きがちと思われる。もっ
とも、Halliburtonの事件にあるように、仲裁開始
後も特に相手方任命仲裁人が偏見をもっていない
か、偏見をもっているreal possibilityがないか注
視する意義はある。この点で仲裁の秘匿性は前提
であるものの、自社が当事者ではない他の類似又
は関連の仲裁事件に注視し、柔軟に仲裁戦略を検
討する必要がある。
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Ⅰ．はじめに

本件は、当事者が仲裁合意において仲裁人の人
数を3名と合意していたが、仲裁機関がその仲裁
規則に従って、簡易手続を採用し、かつ単独仲裁
人による仲裁によって仲裁判断をなしたことが、
ニューヨーク条約第5条1項（d）号に規定する「仲
裁機関の構成又は仲裁手続が当事者の合意に従っ
ていなかった」場合に該当すると判断された事案
である。

Ⅱ．当事者及び仲裁機関等

申立�人（仲裁申立人）：来宝資源国際私人有限公
司（シンガポール法人、以下「X」という）

被申�立人（仲裁被申立人）：上海信泰国際貿易有
限公司（以下「Y」という）

仲裁�機関：シンガポール国際仲裁センター（SIAC）
受訴�法院：上海市第一中級人民法院
最高�人民法院の回答：最高人民法院2017年6月26

日〔2017〕最高法民他50号1）

Ⅲ．本事例の概要

1. 本事件の経過
XとYは、2014年10月29日、Xを売主、Yを買

主として鉄鉱石売買契約（以下「本件契約」とい
う）を締結した。本件契約では、双方が引用方式
により契約添付の「global�ORE標準鉄鉱石貿易
契約」2）（以下「標準契約」という）L2.4第二部
の条項等に基づき鉄鉱石を売買することが同意さ
れ、標準契約L2.4第二部第16条には紛争解決条
項が定められていた。

当該条項では紛争解決としてSIACの仲裁規則
による仲裁が定められ、仲裁廷は3名の仲裁人に
よって構成される旨が定められていた。

その後、本件契約の履行過程で紛争が生じ、Xは、
Yが鉄鉱石のCFR引渡しのための運搬船の指定を
受け入れておらず、本件契約で求められた信用状
を開設せず代金を支払っていないことを理由に契
約違反を主張し、損害賠償を求め、2015年1月14日、
仲裁条項に基づきSIACにおいて仲裁を申し立て、
同時に簡易手続（Expedited�Procedure）による
ことを申し立てた。

SIACは、Yに対して、簡易手続によることに
ついて意見を求めた。Yは、本件は独立した事件
ではなく、XとYとの間には他に4件の契約があ

中国商事紛争解決の理論と実務（15）
仲裁規則に基づき採用された簡易手続における単独仲裁人による仲裁手続が仲裁人の人数合意
に反するとされた事例

溝内伸治郎 Shinjiro Mizouchi

岩坪総合法律事務所　弁護士

1）出典は最高人民法院民事審判第四廷編「渉外商事海事審判指導」（人民法院出版社）総第35集53頁以下。
2）Global�OREは、鉄鉱石貿易のプラットフォームを提供する組織であるが、鉄鉱石貿易における標準的な条件を定
めた「global�ORE標準鉄鉱石貿易契約」（Standard�Iron�Ore�Trading�Agreement）を提供している。
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り、Xにはこれらの契約の重大な違反があり、Y
は巨額の損害を被っていてYとしてはこれらの紛
争の一挙解決を求めるので、このような複雑な事
件を簡易手続によることには同意できず、また仲
裁条項に基づき3名の仲裁人によることを求める
旨回答した。

2015年2月17日、SIACは、両当事者に対し、
所長が2013年第5版仲裁規則第5条に基づきXがな
した申立てを承認し、本件を簡易手続により単独
仲裁人よる仲裁によって行うことを決定した旨通
知した。

2015年2月27日、YはSIACに対して、改めて簡
易手続に反対し、仲裁条項に基づき3名の仲裁人
によることを求め、SIACが申立人の提案に同意
するなら、不公平であり、このような不公平な状
況ではSIACの仲裁を拒否せざるを得ない旨通知
した。

Xは、Yに対して、3名の仲裁人によることは同
意してもよいが、3名の仲裁人により費用が高額
となること等に鑑み、Yが3名の仲裁廷の費用を
支払うことが前提である旨通知した。

2015年3月5日、Xは、SIACに対して、Yから
期限までに回答がないので、仲裁人3名によるこ
との条件付き同意の申し入れは失効したとして、
単独仲裁人による仲裁手続の進行を継続するよう
求めた。

SIACは、双方が簡易手続のもとでの3名の仲
裁について合意できていないので、SIACの2013
年第5版仲裁規則5.2条の規定に基づき、SIAC所
長が単独仲裁人を任命する予定である旨通知し、
その後、SIAC副所長が単独仲裁人を任命した。

仲裁廷は、審理を経て、Yは、Xによる鉄鉱石
のCFR引渡しのための運搬船の指定を受け入れて
いないが、拒否の理由を述べておらず、また本件
契約の求める信用状を開設して代金を支払うこと
をせず、Xに目的物を転売することを提案してお
り、これらは契約破棄に該当し、契約違反による
賠償責任を負うべきであると認定した。仲裁廷は

当該認定に基づき、2015年8月26日、YがXに対し
て契約違反による賠償金1,603,100米ドル等を直
ちに支払うよう命じる最終的な判断をなした。

その後、Yが仲裁判断に基づく義務を履行しな
いので、Xはニューヨーク条約の規定に基づき上
海市第一中級人民法院に対して当該仲裁判断の承
認及び執行を申し立てた。

2. 被申立人の主張
Yは、以下の理由で、本仲裁判断はニューヨーク

条約及び中華人民共和国民事訴訟法の規定する外
国仲裁判断の承認・執行を拒絶する法定事由に該
当し、Xの申立てを棄却すべきであると答弁した。

第1に、本仲裁判断の対象となる紛争事項につい
て双方は書面による仲裁合意をしていないと主張
した。即ち、本件契約自体には仲裁条項を含んで
おらず、本件契約で採用された「引用」（中国語は

「引述」）との文言は、組み込むという意味ではな
いので、標準契約に含まれる仲裁条項は本契約に
組み込まれず、Yに対して効力を生じない。また、
仲裁条項の特殊性と重要性により、他の契約の条
項全部を適用するとの概括的な記載では仲裁条項
を組み込む効力は認められないと主張した。

第2に、本件の仲裁廷の構成は仲裁条項の約定
に合致しておらず、ニューヨーク条約第5条1項

（4）号3）に規定する承認・執行拒絶事由に該当す
ると主張した。即ち、標準契約16.1.1条は明確に
3名の仲裁人により構成すると規定しており、本
仲裁の過程で仲裁廷の変更について合意したこと
はなく、むしろYは単独仲裁に反対していた。し
かし、Xは他の契約違反もあり、Yの反訴請求や
相殺主張の金額及び関連金額の係争金額が明確で
はない状況で、本件の累計金額が500万シンガ
ポールドルより低いと認定して、強引に簡易手続
を開始し、また仲裁合意に反して単独仲裁とした
と主張した。

第3に、YはSIACに対して簡易手続や仲裁廷の
構成について異議を述べたが、SIACは終始回答

3）原文では第5条1項（4）号と表記されているが、ニューヨーク条約の英語版の表記では第5条1項（d）号の趣旨と
思われる。以下も同様である。
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せず、合理的な主張を無視し、本仲裁判断はYが
欠席し、何ら答弁をしていない状況でなしたもの
で、その他の理由によりYが弁明できなかった場
合に該当する。また仲裁判断の違約賠償金もXが
以前にYに主張した違約損害の金額より高いもの
であると主張した。

3. 上海市第一中級人民法院の意見
（a）有効な仲裁合意の有無

本件契約の約定によれば、双方はいずれも「取
引概要」の条項及び条件に基づきかつ引用方式を
もって添付の標準契約L2.4第二部の条項及び条
件と標準仕様に基づき鉄鉱石を販売購入すること
に同意するとされていた。

まず、文言解釈の観点からは、引用方式による
という文言は、標準契約L2.4第二部の条項及び
条件は既に有効に本件契約に組み込まれていると
解すべきである。次に、XとYはglobal�OREの会
員であり、当該契約がglobal�OREのインターネッ
ト・プラットフォームを通じて署名されたもので、
標準契約はglobal�OREの基礎的な合意であり、Y
はglobal�OREの会員として標準契約の内容及び
その中に含まれる仲裁条項を知り又は知りうべき
である。さらに、本件契約以外にその署名する他
の契約も本件と同じ方式で標準契約を引用してお
り、Yは仲裁通知を受領した後、仲裁合意の有効
性について異議を述べていないことなどから、双
方間に有効な仲裁合意があると認定した。

（b）仲裁廷の構成の適法性
本件で、SIACはその仲裁規則第5条に基づき、

本件の係争額が500万シンガポールドルより少な
い状況で、Xの申立てに同意し、簡易手続を採用
し、単独仲裁人の仲裁により本件を審理した。

裁判所は、以下の理由で、仲裁廷の構成又は仲
裁手続は当事者間の合意に合致しておらず、
ニューヨーク条約第5条1項（4）号の規定に該当
し、仲裁判断の承認及び執行を拒否することがで
きると判断した。

まず、当事者の意思自治の原則は仲裁制度の基
礎であり、3名の仲裁人により仲裁廷を構成する
と規定した以上は、双方当事者が新たな合意によ
り変更しない限り、3名の仲裁人により構成され
た仲裁廷によって行う必要があるとした。

次に、当事者が仲裁条項中でなした特別な約定
は、当事者の約定により適用される仲裁機構の仲
裁規則に優先する。SIACが仲裁規則第5条に基づ
き簡易手続を適用し、単独仲裁人の仲裁としたこ
とは仲裁条項の特別な約定に違反し、Yの手続上
の権利をはく奪するものである。従って、本仲裁
判断は承認及び執行を拒否すべきであるとした。

（c）その他の理由による弁明不能
SIACは、Yに対して、仲裁手続を進行させ、

仲裁人を指定する適当な通知を与え、その十分な
答弁の機会を与えたが、YはSIACが簡易手続、
単独仲裁人による仲裁を適用したことにより、公
正性について異議を述べ、それによって仲裁事件
の審理に参加を拒否したものであり、ニューヨー
ク条約の規定するその他の理由により弁明できな
かった場合には該当しないとした。

4. 上海市高級人民法院の意見
本仲裁判断はニューヨーク条約第5条1項（4）

号の規定する事由が存し、承認及び執行を拒否す
べきものと認定する。理由は以下のとおりである。

まず、標準契約では、明確に「仲裁廷は、3名
の仲裁人によって構成するものとする」と規定し
ており、双方当事者は仲裁人の人数について特別
な約定をしている。

SIAC仲裁規則第5.2.2条4）は「事件は単独仲裁
人によって審理されるものとするが、所長が別途
決定した場合を除く」と規定されており、本件で
簡易手続を適用したとしても、3名の仲裁人に
よって審理することもまた仲裁規則の規定に合致
する。

当事者の意思自治の原則の下、仲裁人の人数に
関する当事者の合意がある場合は、その合意に従

4）原文では第5.2.2条又は第5条2項2号と表記されているが、SIAC仲裁規則の英語版の表記では第5.2条（b）の趣旨
と思われる。以下も同様である。
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うべきである。当事者の合意がない状況でのみ、
法律又は仲裁規則の規定に基づき確定する。
SIAC仲裁規則第6.1条は「単独仲裁人を指名する
ものとする。但し、当事者が別途合意した場合を
除く」と規定しており、当該仲裁規則もまた当事
者の合意が優先する原則に従っている。

従って、本仲裁が単独の仲裁人によって審理さ
れたことは、仲裁廷の構成が当事者の合意と合致
せず、本仲裁判断は承認及び執行すべきではない。

以上の意見の当否について指示を請う。

5. 最高人民法院の回答
「上海市高級人民法院　御中
貴院〔2016〕滬協他1号『申立人来宝資源国際

私人有限公司と被申立人上海信泰国際貿易有限公
司との外国仲裁判断の承認及び執行申立て案件に
関する伺い書』を受領した。検討を経て、以下の
通り回答する。

本件は、当事者が外国仲裁判断の承認及び執行
を申し立てた事件である。本仲裁判断はシンガ
ポール国際仲裁センターがシンガポール領土にお
いてなしたもので、我が国及びシンガポールはい
ずれも『外国仲裁判断の承認及び執行に関する条
約』（以下「ニューヨーク条約」という）の締約
国であり、『中華人民共和国民事訴訟法』第283
条の規定に基づき、本件仲裁判断の承認及び執行
が認められるかどうかは、ニューヨーク条約の関
連規定に従って審査すべきである。

貴院の伺い書によれば、本件紛争の中心的な問
題は、本仲裁判断にニューヨーク条約第5条1項

（d）項に規定する「仲裁機関の構成又は仲裁手続
が当事者の合意に従っていなかった」といえる事
情が存在したかどうかである。

まず、本件双方当事者が締結した『鉄鉱石売買
契約』は『標準契約』L2.4第二部の条項及び条
件を援用して適用することを約定し、『標準契約』
L2.4第二部は仲裁条項を含んでおり、それゆえ
当該仲裁条項が売買契約に有効に組み込まれ、双
方当事者間には有効な書面による仲裁条項が存す
る。仲裁条項第16.1項は、紛争及びクレームは、
当時有効なシンガポール国際仲裁センターの仲裁

規則に基づき、シンガポール仲裁に付託され、仲
裁廷は3名の仲裁人によって構成されると規定す
る。これにより、本仲裁の仲裁手続及び仲裁廷の
構成は、当事者が仲裁条項中でなした上記約定に
従わなければならない。

次に、本件で簡易仲裁手続を適用したことが当
事者の約定に合致するかどうかに関する問題であ
る。本紛争が仲裁に付託されたときに適用される
仲裁規則は、シンガポール国際仲裁センター
2013年第5版『仲裁規則』（以下「仲裁規則（2013
年版）」という）である。『仲裁規則（2013年版）』
第5条は簡易手続を規定する。第5条1項1号は以
下のとおり規定する：仲裁廷の成立完了前に、以
下のいずれか一つの事由が存在する場合は、一方
当事者は仲裁センターに申立書面を提出し、本条
にいう簡易手続により仲裁を行うことを請求する
ことができる。1．仲裁による請求、反対請求及
びいかなる答弁で主張する相殺によって構成され
る係争金額において、合計金額が500万ドル（シ
ンガポールドル）以下に相当する場合。2．当事
者が簡易手続を適用して仲裁を行うことを合意し
た場合。3．異常な緊急事態に該当する場合。本
件は、目的物の金額が500万シンガポールドルよ
り小さく、双方当事者は仲裁条項において簡易手
続の適用を排除していないので、シンガポール国
際仲裁センターは、来宝資源国際私人有限公司が
書面により簡易手続を適用して仲裁を行うよう申
し立てたことは、『仲裁規則（2013年版）』の規
定に合致し、当事者の約定に合致しない事情は存
しない。

更に、仲裁廷の構成が当事者の約定と合致して
いるかの問題である。『仲裁規則（2013年版）』
第5条2項は、「当事者が本規則第5条1項に基づき、
仲裁センターに対して簡易仲裁手続を申し立てた
時において、所長が各当事者の観点を考慮した後、
仲裁に本条の簡易手続を適用すると決定した場合
は、仲裁手続は以下の規定に基づき行うものとす
る：…2．事件は単独仲裁人によって審理される
が、所長が別段の決定をした場合を除く…」と規
定する。上記規定からすれば、『仲裁規則（2013
年版）』は「簡易手続」における他の仲裁廷の構
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成方法を決して排除していない。『仲裁規則（2013
年版）』はまた、当事者が他の仲裁廷の構成方法
を適用することを約定した場合に、シンガポール
国際仲裁センターの所長が依然として第5条2項2
号の単独仲裁の規定を強制的に適用する権限を有
するとの規定を置いていない。当事者の意思自治
は仲裁制度運営の基礎であり、仲裁廷の構成方法
は仲裁の基本的な手続規則に属し、このため『仲
裁規則（2013年版）』第5条2項2号に規定する「所
長が別段の決定をした場合を除く」は、シンガポー
ル国際仲裁センターの所長が仲裁廷の構成方法に
ついて自由な決定権を享受すると解すべきではな
く、反対に、決定権を行使する際は、仲裁廷の構
成方法に関する当事者の合意を十分に尊重し、当
事者の意思自治を保障すべきである。

本件の双方当事者は、仲裁条項中で3名の仲裁
人により仲裁廷を構成すると明確に規定してお
り、当該構成方法は仲裁の「簡易手続」中で適用
されることが排除されていないのであって、「簡
易手続」を適用して仲裁を行うことは、仲裁条項
に基づいて3名の仲裁人により構成された仲裁廷
で仲裁を行う当事者の基本的な手続上の権利に影
響しない。仲裁条項において仲裁廷は3名の仲裁
人によって構成されることが約定され、かつ上海
信泰国際貿易有限公司が単独仲裁人による仲裁を
明確に反対している状況で、依然としてシンガ
ポール国際仲裁センターが、『仲裁規則（2013年
版）』第5条2項の規定に基づき、単独仲裁人によ
る構成方法を採用することを決定したことは、本
件の仲裁条項の約定に違反し、ニューヨーク条約
第5条1項（d）号の規定する「仲裁機関の構成が
当事者間の合意に従っていなかった」場合に該当
する。

総じて言えば、本件の仲裁判断の承認及び執行を
拒否することに関する貴院の処理意見に同意する。

以上のとおり回答する。」

Ⅳ．解　説

1. はじめに
本件は、仲裁人を3名とする仲裁合意がなされ

ていたにもかかわらず、SIACは仲裁条項によっ
て合意された2013年仲裁規則に基づき、当事者
の申立てを受けて簡易手続を採用し、当該簡易手
続の規定に従って単独仲裁人による仲裁判断をな
したが、当該仲裁判断は仲裁人の人数に関する特
別の約定に違反するとした事案である。

2. 仲裁規則と仲裁合意が相反する場合
本件の当事者が適用を合意したSIACの2013年

仲裁規則第5.1条では、係争金額が500万シンガ
ポールドルを超えない場合は、当事者が簡易手続
による仲裁を申し立てることができると規定され
ており、他方当事者が簡易手続に反対の意思を示
したとしても、同規則第5.2条では所長は当事者
の視点や事件の状況を考慮した上で、簡易手続に
よることを決定できるとされていた。

また同第5.2条（b）では、簡易手続によること
が決定された場合は、所長が別段の決定をしない
限り、事件は単独仲裁人に付託されると規定され
ており、SIACは当該規定に基づき、簡易手続を
採用し、単独仲裁人による仲裁を行ったもので
あった。

なお、最高人民法院の意見でも指摘されている
とおり、2013年仲裁規則第5.2条（b）によれば、
簡易手続は原則として単独仲裁人によることが定
められていたが、所長が当事者の合意を尊重して
別段の決定をすることにより、運用上は3名の仲
裁人によることを決定する余地もあった。しかし、
おそらくは簡易手続を採用する以上は、迅速性の
観点からデフォルトルールである単独仲裁人によ
るべきであると判断したと思われる。

これに対し、当該仲裁判断の承認及び執行の申
立てを受けた上海市第一中級人民法院は、仲裁条
項中でなした仲裁人の人数に関する特別な約定
は、当事者の約定により適用される仲裁規則に優
先し、仲裁人の人数に関する約定に反してなされ
た本件仲裁判断は、ニューヨーク条約第5条1項

（d）号に規定する仲裁機関の構成が当事者の合意
に従っていなかった場合に該当すると判断した。
そして当該判断は上海市高級人民法院及び最高人
民法院によって是認されることとなった5）。
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3. 2016年版仲裁規則
その後、SIACでは「2016年版仲裁規則」が制

定されており、単独仲裁人による仲裁が原則とさ
れている点に変更はないが、新たに仲裁規則第5.3
条が追加され、当該仲裁規則に基づく仲裁を合意
した場合は、当事者間の仲裁合意において仲裁規
則第5.2条に定める簡易手続に反する規定が含ま
れるときであっても、第5.2条の規定を適用する
ことを合意したものとすると規定された。

これによって、当事者がSIACの「2016年版仲

裁規則」によることを合意すれば、仲裁合意にお
いて簡易手続と異なる条件を定めていたとして
も、仲裁規則に定める簡易手続に関する規定が優
先的に適用されることとなり、本件のような場合
でも結論が逆になる可能性が高いと思われる。但
し、仲裁人の人数に関しては仲裁規則第5.2条（b）
に定める所長の権限を中国の管轄裁判所がどのよ
うに解釈するかによって、本件と同様の判断がな
される余地もあるように思われ、今後の判断が待
たれる。

5）本件とは反対に、シンガポールの裁判所では、当事者が3名の仲裁人による仲裁を合意していたにもかかわらず、
SIACの簡易手続が適用され、単独仲裁人による仲裁がなされた事案で、仲裁判断の取消請求に対して、取消を認め
なかった事例がある（AQZ�v�ARA�[2015]�SGHC�49）。当該事案では、仲裁時点で有効であった「2010年版仲裁規則」
には簡易手続が規定され、単独仲裁人によることが原則となっていたところ、当該仲裁規則に従って仲裁がなされた
ものであったが、契約時点で最新のSIACの「2007年版仲裁規則」にはそもそも簡易手続の規定がまだおかれておらず、
当事者は契約時に簡易手続における単独仲裁人による仲裁を想定できなかった。このような事情にもかかわらず、シ
ンガポールの高等裁判所は単独仲裁人による仲裁判断を取り消さなかった。
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和解条項の起案，チェックの方法　和解
条項と執行力／浜辺美佳子

Ⅰ　問題点
和解条項の起案、チェックはどのような点に留

意して行うのか。
執行力がない和解契約において、和解条項を作

成するうえでどのような工夫をすべきか。

Ⅱ　考え方
１　和解条項の起案、チェックの方法

裁判上の和解では、書記官が和解の原案、条項
案を作成する場面がよく見られるところ、和解
あっせんにおける和解条項の起案、チェックの方
法を検討するうえで裁判上の和解における書記官
事務の研究1）が参考になる。

和解に向けた話し合いが進む中で和解の成熟度
が高まり、近々和解成立の見込みが出てきたとき
には、あっせん人、補助者または当事者代理人が、
あらかじめ予想される和解条項案を起案すること
がある。起案によって、和解あっせん機関にとっ
ては間違いのない和解条項を作成するための準備
となるし、当事者にとってもどのような形で合意

するのかを和解条項案という形で具体的に事前に
把握でき、それをもとに十分な検討ができるため、
過不足ない合意形成が可能になる。

また、あらかじめ起案された和解条項案をベー
スにして当事者双方とあっせん人との間でそれぞ
れ検討を加えながらやりとりをすることによっ
て、場合によっては、和解成立が予定される期日
の前に合意内容を確定させることも可能となる。

和解条項案を起案する具体的な手順2）として
は、まず基本的な和解合意の方向性を把握するこ
とが必要となる。補助者が起案をする際には、あっ
せん人と協議をして認識を共通にしておく。次に、
当該和解ではどのような和解条件が問題となり、
それについてはどのようなところで折り合うこと
が見込まれるのかについて把握する。問題となる
すべての和解条件について話が詰められていない
場合には、幅を持たせた記載をしたり、空欄にし
ておくという形で対処することが考えられる。

和解条項の表現は、明確に記載し、後日多義的
に解釈できるような表現はすべきでない。条項の
記載順序3）は、原則として論理的順序による。例
えば、権利、義務の存在又は不存在を定めた確認
事項、権利、義務の発生、消滅等を定めた形成条

和解あっせん実務上の諸問題研究（5）
和解条項の起案、チェックの方法　和解条項と執行力
和解の履行の確保

浜辺美佳子 Mikako Hamabe 塚越邦広 Kunihiro Tsukagoshi

入江秀晃 Hideaki Irie

総合法律事務所あおぞら　弁護士 新大塚いずみ法律事務所　弁護士

九州大学法学研究院准教授

1）①裁判所書記官研修所編『書記官事務を中心とした和解条項に関する実証的研究』（法曹界、1982年）、②裁判所
書記官研修所監修『裁判所書記官実務研究報告書　和解への関与の在り方を中心とした書記官事務の研究』（司法協会、
2003年）
2）前掲注1）②24頁
3）前掲注1）①41頁
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項を最初に記載し、次いでその法律効果としての
給付条項、そして給付条項の不履行の場合等の付
款条項を記載し、最後に清算条項、費用負担の順
に記載する。

書記官事務における和解条項の内容確認チェッ
クリスト4）には、例えば、給付条項について、①
給付対象物の特定は足りているか、②給付方法は
明確になっているか、③給付約束文言は的確か、
④分割支払を約した場合、個々の分割給付金額の
合計が総支給額と一致するか、⑤分割支払を約し
た場合、最終回の支払期の記載に誤りはないか、
⑥期限の利益喪失条項は、期限の利益が喪失する
場合の要件について疑義のない、わかりやすい表
現になっているか、⑦多数当事者間で金銭の支払
を約した場合、債権債務の関係が明確になってい
るか、⑧付款の内容は、執行分付与に際して条件
となるものかどうかが明確になっているかという
項目の記載がある。

和解あっせんでは、裁判上の和解と異なり、給
付条項について必ずしも執行力を生じさせる文言
にしなければならないわけではないが、後述の「和
解の履行の確保」で言及する執行力を確保する場
面では、給付約束文言の的確性が不可欠である。

２　和解条項と執行力
　和解契約は、民法上の和解契約（民法第695条）
であり執行力を持たない。

和解契約においては、両当事者の財産状況など
を前提として、現実性のある履行方法を掲げるの
が望ましいプラクティスであり、強制執行によら
なければ実現が図れないような和解契約は、それ
までの和解あっせん手続に不足があったことを意
味する場合もある5）。また、例えば、分割返済の
途中で事情の変更により履行が難しくなった場合
には、端的に期限の利益を失わせるのではなく、
それまでの債務者の誠実性を前提に、当事者間で
再調整を行うべき行為規範が生ずると考えること

もできる。
　和解契約の履行を確保する工夫のひとつとし
て、即日履行がある。具体的には、和解契約書調
印期日に現実の支払をしてもらう、離婚届をその
場で完成してもらう等である6）。

また、和解契約の履行につなげるための工夫と
して、履行の確率を上げる手法には、①インセン
ティブを作る（例：期限の利益喪失、債務の一部
免除）、②次の手続につなげる（例：再発防止方
針の公表）、③福祉的に取り込む（例：生活保護
の受給）、④履行状況をフォローアップする（和
解契約後の履行状況の確認）等がある7）。
　和解契約に執行力を確保する方法については後
述の「和解の履行の確保」のとおりである。

Ⅲ　実務上のポイント
１　和解条項の起案、チェックの方法
　和解あっせんでは期日当日にその場で急遽和解契
約書を作成することがあり、その場合チェックが甘
くなりやすいため、注意が必要である。チェック機
能のひとつとして、調印前に読み聞かせをするとい
うプロセスが取られることが多い。

過不足ない和解条項を作成するためにも、和解
の機運が高まった段階で、なるべく事前に和解条
項案を作成し、各当事者、あっせん人および補助
者がそれぞれ内容を検討し、やりとりを重ねるこ
とでチェックを行うことが望ましい。
　私的自治や任意性が重視される和解あっせんの
和解条項では、権利関係について実体法上の効力
を有する効力条項はもちろん、法律上の効力に関
係がなく当事者の意思を尊重して特に記載する任
意条項（事実上の確認事項、取り決め、道義条項
等）を広く記載することが可能である。特に、親
族間・男女間等の個人的な問題については、裁判
上の和解では和解条項として記載されないような
多岐にわたる任意条項が記載される場合もあり得
る。

4）前掲注1）②211-213頁（（資料1）和解調書作成に関するチェックリスト）。
5）山本和彦＝山田文『ADR仲裁法（第2版）』（日本評論社、2015年）178-179頁。
6）第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会編『仲裁センター実務マニュアル』（2017年）38頁。
7）入江秀晃「調停技法誌上講義第22回履行の支援」JCAジャーナル第62巻1号（2015年）52-55頁。
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このように、当事者のニーズに合わせて、柔軟
に和解条項を作成できる点が和解あっせんの魅力
である。

ただし、強行法違反・公序良俗違反等の和解は
成立させてはならず、仮に、当事者間で合意に至っ
ていても、あっせん人は立会人として署名をせず
に、和解以外の方法で手続終了とするべきである。

２　和解条項と執行力
和解あっせん機関に持ち込まれる案件には、不

履行を想定する必要のない案件もあり、執行力に
なじまない案件も少なくない。

和解あっせん機関へのアンケート8）（回答機関
合計153事業者。うち認証機関120事業者、非認証
機関33事業者）では、「当事者に対する事前相談
や手続教示等の際に、履行確保の点に不安がある
ことが、貴ADR機関によるADRを選択されない
理由と感じられた経験がありますか」という質問
に対して、「あった」が22事業者（14.4%）、「なかっ
た」が91事業者（59.5%）、「不明」が36事業者

（23.5%）、「無回答」が4事業者（2.6%）であった。
執行力がなくても、即日履行を活用したり、和

解条項に履行の確率を上げる工夫をすることで、
債務者の納得のうえでの履行を引き出すことはで
きると考える。

もちろん別途執行力を確保する手続を取れば、
和解契約の実効性を確保できるが、執行力が必要
になる場面は、長期分割やかなり先の履行約束な
ど限られると考える。

和解の履行の確保／塚越邦広

Ⅰ　問題点
和解の履行を確保する方法としては執行力を確保

することが考えられるところ、具体的にはどのよう
な方法が考えられるか。また、執行力を確保するた
めに仲裁合意を用いるにはどのような手続が必要で

あり、どのような場面で用いられるべきか。

Ⅱ　考え方
１　執行力確保の必要性

和解あっせん手続における「和解」は、当事者
の私的和解契約にすぎず、強制執行力のある債務
名義にはならない。したがって、一方当事者が和
解契約に基づく履行を行わない場合、強制執行を
行うためには、訴訟提起により確定判決（債務名
義）を得る等、別途の手続を経る必要がある。

他方、裁判所における調停調書や和解調書は債
務名義となる（民事訴訟法267条、民事調停法16
条、民事執行法22条7号）。ちなみに、令和元年
度における和解調書を債務名義とする強制執行

（債権及びその他の財産権に対する強制執行）の
件数は、6,451件、調停調書については2,964件、
判決については65,101件とあり9）、判決と比べれ
ば和解調書及び調停調書を債務名義とした強制執
行は少ないが、「合意」したものの、履行がなさ
れないケースは一定数存在する。

二弁仲裁センターにおいては、和解成立後の不
履行は少ないと思われるものの、和解契約成立後
の履行状況について当事者等に確認をしていない
ため、実際の不履行の有無などは不明である10）。

しかし、後述するように、和解内容合意後に仲
裁判断を用いて執行力を確保した事例は複数あ
り、和解あっせん手続においても執行力を確保す
る必要がある事例は存在する。

なお、国際的な商事調停により成立した和解合
意について、執行力を付与するなどの共通の法的
枠組みを定めた「調停に関するシンガポール条約」
が2020年9月に発効されたこともあり、日本国内に
おいても執行力付与の議論が活発に行われている。

8）法務省大臣官房司法法制部審査監督課「執行力に関するアンケートの結果概要」令和2年12月。
9）「強制執行既済事件数 事件の種類及び債務名義等の種類別 全地方裁判所」令和元年度司法統計。
10）履行率調査の実施や方法については仲裁センター内でも検討されている。
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２　執行力確保の方法と仲裁合意の具体的な活用
場面

（a）執行力確保の方法
（ⅰ）執行証書
　和解内容が確定した段階で、公証役場において
執行証書を作成する。

（ⅱ）即決和解制度11）（民事訴訟法275条）
　和解内容が確定した段階で、簡易裁判所での訴
え提起前の和解を利用する。

（ⅲ）家事調停の利用12）

　和解内容が確定した段階で、家庭裁判所の調停
手続を利用する。

（ⅳ）仲裁合意
　和解内容が確定した段階で、当事者に仲裁合意
をしてもらい，仲裁手続に移行し、仲裁法38条
の決定を行う。なお、和解が成立しているにもか
かわらず仲裁合意ができるのか（紛争があるのか）
という問題があるものの、執行の問題がある以上、
紛争は存在していると考えられる。

（b）仲裁合意の具体的な活用場面
執行力を確保する方法として上記のような方法

が考えられるところ、実際には同一の紛争解決機
関で手続が完結する仲裁合意を利用する場合が多
いと思われる。そこで、以下では仲裁合意を用い
た事案について検討する。

（ⅰ）手続
あっせん人は、当事者双方に対し、仲裁合意を

して仲裁手続に移行する意思の有無について確認
する（仲裁センター手続細則28条1項）。

和解あっせん手続の進行中に当事者双方が仲裁
合意をし、仲裁合意書を提出したときは、仲裁手
続に移行する（同条2項）。また、当事者双方は仲
裁法38条に基づく決定の申立書を仲裁センター
に提出し、あっせん人は仲裁人となり、その合意
を内容とする決定をする（同細則27条3項）。なお、
仲裁手続の移行により追加の申立手数料は発生し

ない。
当該決定は仲裁判断としての効力を有し（仲裁

法38条1項2項）、確定判決と同一の効力を有する
（同法45条1項）。なお、仲裁判断に基づく強制執
行をするには、申立てにより裁判所の執行決定を
受ける必要がある（同法45条1項但書）。

（ⅱ）仲裁判断が活用された事例
夫に対する準禁治産宣告の申立を共同不法行為

として夫が、妻、長男及び代理人の弁護士に対し
て損害賠償を請求した和解あっせん手続におい
て、あっせん人が抜本的解決として離婚による解
決を提案したところ、協議離婚する、夫が妻に対
して財産分与として400万円を支払う、双方が遺
憾の意を表明する等の和解が成立し、和解あっせ
ん先行型仲裁判断によって解決された13）。この事
案においては、当事者間の感情の対立が激しかっ
たことから、和解内容について仲裁判断を行った
と考えられる。

そのほか、損害賠償額が高額となった交通事故の
事例、建物明渡等請求事件において立退料が高額と
なった事例等について仲裁判断がなされている14）。

これらの事案を踏まえると、当事者間に強い感
情的対立ないし不信感があるようなケースや、損
害賠償額が高額となるケース、履行期限が和解成
立から相当期間経過後に行われるようなケースに
ついては、仲裁判断が活用されているようである。

Ⅲ　最後に
和解あっせん手続による「和解」は債務名義とな

らないものの、上記のような方法により執行力を確
保することは可能である。そのため、当事者が和解
内容の不履行について懸念を抱いているような事案
においては、あっせん人から当事者に対して執行力
確保の方法等を説明することが求められる。

11）「仲裁センターの和解契約に執行力を付与するために即決和解を利用することにつき、東京簡裁との間に連携の
事務ルートがあります。」前掲注6）38頁。
12）「二弁仲裁センター利用のすすめ」二弁フロンティア2005年2月号。
13）「ADR解決事例精選77」第二東京弁護士会仲裁センター運営委員会（2007.4）245頁。
14）同上56頁。
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和解文書の起案と履行確保／入江秀晃

和解あっせん手続のステージの終局局面での
あっせん人の関わりとして、合意内容を反映した
和解文書の起案と、その合意内容の履行に向けた
働きかけがある。このステージでは、対話支援者
であると共に、法的知識を反映させた文書起案者
であることが求められる15）。そこで有用な法的知
識の内容とはどのようなものであろうか。

和解あっせん手続は秘密の話し合いであるが、
和解文書は後に裁判における有力な証拠になるな
ど、和解あっせん手続から離れて一人歩きする可
能性がある。このステージにおいて有用なあっせ
ん人の知見としては、①安定的な和解文書の準備、
②自主的履行の確率を増やす工夫、③執行力確保

（の必要性の検討）、の3つがまず重要になる。
浜辺弁護士による論考では、①安定的な和解文書

の準備について、起案方法として論理的順序を持っ
て和解条項を構成する重要性、各々の和解条項に関
して明確であることの重要性が強調される16）。プロ
フェッショナルとしての法律家の能力そのもので
あり、研鑽が求められる。弁護士以外のあっせん
人が手続を進める場合にも、基本的には同様の能
力が求められるが、弁護士等から適切な支援を受
けるなど成果物の品質を重視すべきである。

また、②自主的履行の確率を増やす工夫につい
ての整理もされている17）。たとえば、和解あっせ
ん手続の即日履行（期日内に履行し完了する実務）
が紹介されているが、専門家でもしばしばこれが
行われていることを知らない場合もあるようであ
る。また、分割払い完了時の一部債務免除などの
インセンティブ付き和解は、ADR関係者にはよ
く知られているが、弁護士全体で共有されている
知見とまでは言えないようである。

塚越弁護士が整理している③執行力確保の各方
法についても、各あっせん人が理解を深めておき
たい。さらに、即決和解や司法調停との事務連携
に関しては、担当者レベルの引き継ぎなど組織間
でそのルートが活用できるかを確認する（あるい
は、そのルートの確立に向けて努力する）ことが
望ましい。

上記、①～③の3つの知見に加えて、④執行力
活用の方法と現実を当事者と共有する、⑤法制度
の動態についての理解を当事者と共有するという
2点に関しても、「リアリティと親切さ」18）とい
う観点で和解あっせん手続を見たときには極めて
重要な役割であるように思える。

④執行力活用の方法と現実を当事者と共有する
とは、実際に強制執行手続を行う場合に、費用や
時間がどのくらいかかるか、また、権利実現の可
能性はどの程度かといった情報を伝えるという意
味である。特に、権利実現が難しそうな場合には、
当事者からの不満をぶつけられるという損な役割
になり得る。しかし、執行力がある和解文書を持っ
ていたとしても、その権利を100％実現できると
ナイーブに信じることはできないという苦い現実
を当事者と共有することが必要な場面は現れるだ
ろう。

⑤法制度の動態についての理解を当事者と共有
する点に関しても、意識的になることが求められ
ているように思われる。2020年4月施行の改正民
事執行法は、財産開示手続違反に関して刑事罰を
導入した。従来の逃げ得に寛容な法制度は明らか
に見直される傾向にある。古い感覚で泣き寝入り
を助言するようでは、信頼を失う可能性もある。
かといって、新しい制度運用がどの程度実効的な
ものとして定着するかを見通す困難さもある。ま
た、塚越弁護士が触れておられるように、シンガ
ポール調停条約19）の影響を受けて、和解あっせ

15）拙稿も参照。入江秀晃「調停技法誌上講義 第13回 合意文書の作成」JCAジャーナル61巻4号（2014年）30-33頁。
16）浜辺弁護士が紹介する書記官本の他に、元裁判官である田中豊教授の著書も参考になる。田中豊『和解交渉と条
項作成の実務 : 問題の考え方と実務対応の心構え・技術・留意点』（学陽書房・2014年）、田中豊『法律文書作成の基
本』（日本評論社・2011年）。
17）拙稿も参照。入江秀晃「調停技法誌上講義 第22回 履行の支援」JCAジャーナル62巻1号（2014年）52-55頁。
18）原後山治弁護士の言葉として知られる。
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ん手続に執行力を付与する議論が現在行われてい
る20）。この動向は、今後のADR政策に大きなイ
ンパクトを与えうる。

上記、①～⑤までの法律家としての役割をあっ
せん人として引き受けるにはためらいを覚える者
が多いのも正直なところであろう。代理人として
引き受けられる役割とあっせん人として提供しう
る役割は異なる。ただし、当事者の視点に立って
考えれば、代理人であれあっせん人であれ紛争解

決の専門家として何を提供してくれるのかが分か
りづらい存在に見えている。和解あっせん手続は、
代理人弁護士をつけないでも安く解決できるとも
言われるが、当事者にとって必要な知見が提供さ
れないとしたら、単に不十分な解決手段に陥る。
和解あっせん手続において紛争の解決主体たる当
事者が引き受けるべき責任も大きいが、彼らに真
に寄り添おうとすれば、あっせん人の果たすべき
役割は大きくならざるを得ない。

19）山田文「『国際的な調停による和解合意に関する国際連合条約』（シンガポール調停条約）の概要（上）」JCAジ
ャーナル66巻11号（2019年）3-9頁。山田文 「『国際的な調停による和解合意に関する国際連合条約』（シンガポール
調停条約）の概要（下）」JCAジャーナル67巻3号（2020年）31-37頁，山田文「シンガポール調停条約の意義」『仲裁・
ADRフォーラム』（信山社・2021年）111-122頁。
20）法制審議会仲裁法制部会第6回会議（2021年3月5日開催）の「仲裁法等の改正に関する中間試案」において、「調
停における和解合意の執行決定等に関する規律の創設」が提案され、パブリック・コメントが募集されている。パブ
リック・コメントの締切は2021年5月7日。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080239&Mode=0&fbcli
d=IwAR2Cr0FZswvsko419N9WPh48J6o8eiSn6ycV7QQA0HxkO0j9yDr5Nl1_X60　（2021年3月30日アクセス）
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申 立 人：�Bridgestone�Licensing�Services,� Inc.�
/�Bridgestone�Americas,�Inc.

被申立国：�パナマ共和国
事件番号：�ICSID�Case�No.�ARB/16/34
仲裁裁定：�2020年8月14日
仲 裁 廷：�Nicholas�Phillips（長・英）、Horacio�

Grigera�Naón（申立人選任、アルゼン
チン）、Christopher�Thomas（被申立
国選任、カナダ）

出　　典：https://www.italaw.com/cases/4475

本件判断のポイント

�・�米・パナマ貿易促進協定が規定する公正衡平
待遇の下では、裁判拒否の主張は、申立人が
国内裁判の当事者でなくともなし得る。申立
人の「投資財産」が裁判拒否を受けたのであ
れば、申立人適格が認められる。

�・�仲裁廷が、裁判所の決定の内容に基づき裁判
拒否を認めるためには、「決定の内容が、い
かなる誠実な又は適格な（competent）裁判所
もそのような決定を行い得なかったであろう
ほどまでにひどく誤っていること」が証明さ
れる必要がある。しかし、パナマ最高裁によ
る証拠の評価や理由付けには誤りが少なくな
いが、このことが証明されておらず、裁判拒
否を構成するほどではない。

Ⅰ．事実関係

申立人であるBridgestone�Licensing�Services,�
Inc.（以下 ｢BSLS｣）及びBridgestone�Americas,�
Inc.（以下 ｢BSAM｣、両社を ｢申立人｣ と総称す
る）は、株式会社ブリヂストン（以下 ｢BSJ｣）
の米国子会社である。両社は、FIRESTONE商標

（以下 ｢F商標｣）及びBRIDGESTONE商標（以
下 ｢B商標｣）の下でのタイヤの製造・販売を主要
な事業とする ｢ブリヂストン・グループ｣ の一員
である。これらの商標はパナマにおいて登録され
ている。BSAMは、F商標を保有するBSLSから
パナマにおいてF商標を使用するライセンスを付
与されている。また、BSAMの完全子会社である
BATOは、就中、B商標を冠したタイヤをパナマ
で販売するライセンスをBSJにより付与されてい
る。［paras.�120-122］

2001年頃、Luque企業グループがRIVERSTONE
商標（以下 ｢R商標｣）を冠した中国産タイヤの
パナマ内外での販売を開始した。2002年5月6日

投資協定仲裁判断例研究（132）
日本企業の米国子会社による請求—国内裁判所の判断内容の誤りに基づく裁判拒否の主張が
認容されなかった事例

石戸信平 Shimpei Ishido

投資協定仲裁判断研究会　西村あさひ法律事務所　弁護士

 

(株)ブリヂストン(日) 

BSLS(米) BSAM(米)  

Bridgestone 
American Tire 
Operations 
( BATO )FIRESTONE商標(パナマ) BRIDGESTONE商標(パナマ)  

 

ライセンス ライセンス
BFIRESTONE(パ

ナマ)  

SAM(米)  

 

 

申立人 申立人
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には、同企業グループの構成企業であるMuresa�
Intertrade�S.A.（以下 ｢Muresa｣）が、パナマで
R商標の登録申請を行った。当該申請の公示直後
に、BSJ及びBSLS（両社を ｢以下 ｢BSJら｣ と
総称する）が、パナマに登録されているF商標及
びB商標の保有者として、商標の類似性により混
同が生じる深刻なおそれを理由としてR商標に対
する登録異議申立て（以下｢商標異議｣）を行った。
BSJらは、当該異議が認められなかったため、上
訴したが、後に取り下げた。［paras.�125-127］

2007年9月12日、Muresa及びRIVERSTONEタ
イヤ（以下 ｢Rタイヤ｣）の販売店であるTire�
Group�of�Factories�Ltd.�Inc.�（以下 ｢TGFL｣、両
社を ｢Muresaら｣ と総称する）が、商標異議に
よりRタイヤの販売を停止した結果被ったとする
損害として5百万米ドルの賠償を請求する訴えを
パナマの裁判所に提起した。当該請求は第一審及
び控訴審では棄却されたが、最高裁は、2014年5
月28日に裁判官の多数により、BSJらは商標異議
を提起するに際し無謀な行為を行ったこと等を認
定し、損害賠償等の支払をBSJらに対して命じる
判決を下した。［paras.�128,�308］

2016年10月7日、申立人は、米・パナマ貿易促
進協定（以下 ｢本協定｣）に基づく仲裁申立てを
ICSIDに提出した。［paras.�1,�5］

Ⅱ．判断要旨

A. 管轄（BSAMの申立人適格）
被申立国が提出したポールソン専門家報告書

は、｢現地法に基づき外国人に付与される待遇と
本来的に結びついているため、裁判拒否の主張は、
当事者が現地手続の過程で経験する待遇について
に限定される｣ と述べている。しかし、本協定第
10.5.1条は投

・

資
・

家
・

ではなく、｢対
・

象
・

投
・

資
・

財
・

産
・

｣ に
対して付与しなければならない待遇を取り扱って
いる。例えば、投資家が投資財産を保有している
会社の株式を保有し、当該会社が裁判拒否を受け、
投資財産が損なわれた場合、投資家は、たとえ裁
判拒否が発生した手続の当事者でなくとも本協定
10.5.1条を援用することができる。これはArif事

件の仲裁廷の立場でもある。［paras.�164-166］
本件では、BSAMの投資財産である商標ライセ

ンスが裁判拒否により公正衡平待遇を否定された
か否かが問題となる。投資協定仲裁では、投資財
産に対する間接持分も投資財産として認識され
る。直接の投資家が、間接投資家が持分を有して
いる投資財産の利益のために訴訟に関与してお
り、裁判拒否により当該投資財産に損害が生じた
場合には、原則として、間接投資家が、対象投資
財産に対しFETを与える義務の違反として裁判
拒否を援用する道を閉ざす理由は見受けられな
い。［paras.�167,�172］

ポールソン教授は、現地手続の当事者ではない
親会社が裁判拒否の請求を提起する適格があり得
ることには賛同しているが、BSAMは現地手続に
参加していたブリヂストングループの会社のいず
れをも所有又は支配していないため、これは本件
には当てはまらないとする。しかし、この問題に
ついての答えは、慣習国際法の原則ではなく、本
協定に基づき請求を付託する適格について規律す
る本協定の規定から見いだせる。本協定において
は、申立人となる前提条件である国籍を有してい
る親会社が、子会社（10.29条における対象 ｢投
資財産｣ に該当する）が経験したとされる裁判拒
否についての請求を付託できるのと同様に、申立
人となる前提条件である国籍を有しているライセ
ンシーは、その対象投資財産（本件の場合には、
ライセンシーが権利を有する商標）が経験したと
される裁判拒否についての請求を付託できる。

［paras.�173-174］

B. 本案
1. 適用法

本仲裁廷は、この分野で定評のあるポールソン
教授が提示した、当事者に争いがない下記の前提
を認める。
①国内裁判所による誤った決定は、国際法上の裁

判拒否を構成せず、裁判拒否は、国家による司
法の運用に制度的な欠陥がある場合のみに発生
する。

②国際法は、国際的な判断権者に対して国内裁判

43-48_投資協定仲裁判断例研究_石戸先生.indd   4443-48_投資協定仲裁判断例研究_石戸先生.indd   44 2021/04/26   10:302021/04/26   10:30



連載：投資協定仲裁判断例研究（132）

　68巻5号［2021.5］　　45

所の上訴審として行為する権限を与えていない。
③裁判所の善意の誤りは、個別の事案において深

刻な不正義を導くものであっても裁判拒否には
至らない。

④国内裁判所の誤った決定は、それにより、裁判
所に偏見があり、詐欺があり、不誠実であり、
不偏性を欠き、又は能力の著しい欠如があると
証明できる場合にのみ、裁判拒否となる。

⑤同様の基準は、特定の司法判断が裁判拒否に至
るような制度的失敗を証明するか否かという問
題に対しても適用されなければならず、この基
準は、通常、当該決定により ｢司法の適正性の
感覚に衝撃を与えるほどの適正手続の故意の無
視｣ が証明されることを要求する。
｢決定の内容が、いかなる誠実な又は適格な

（competent）裁判所もそのような決定を行い得な
かったであろうほどまでにひどく誤っていること
は、手続の失敗の証拠となる1）｣。［paras.�222-223］

2. 適正手続の違反
（a）誤った破棄事由の適用・訴訟法規の適用の誤り
（略、誤りを認定せず。）［paras.�412�-�431］
（b）Foley書簡の誤った証拠採用

2004年11月3日にブリヂストン側を代理する法
律事務所から米国訴訟手続でのL.�V.�International

（以下｢L社｣）の代理人弁護士に送付された書簡（以
下 ｢Foley書簡｣）には、L社が米国内外において
R商標を使用しないことを要請し、ブリヂストン
／ファイアストンは、全世界においてR商標のタ
イヤへの使用に異議を申し立てること、R商標を
米国外で使用するのであれば、リスクを承知で行
為することとなる旨の記載があった。同書簡は、
L社が第一審で訴訟参加する際に、提出を追求し
たものである。さらに、同書簡は、Muresaの損害
専門家証人及び裁判所の専門家の報告書に添付さ
れていた。［paras.�232,�432-434］

訴訟法典は、第三者作成にかかる証言の性質を
有する書面は、人証に適用される方式のみによっ
て証拠採用する旨定める。しかし、Foley書簡が

第一審判決後に訴訟参加人により提出されたとの
事実は、見過ごされており、書簡の真正について
の異議は提出されなかった。最高裁が、単に手続
的な理由により関係証拠を排除しなかったことは
理解できる。仮に結論が誤っていたとしても、そ
れは、裁判拒否に相当するひどい誤りではない。

［paras.�443-455］

3. 証拠評価の誤り
（a）Foley書簡の重視

申立人は、最高裁がFoley書簡をあたかもBSJ
らを代理してMuresaを宛先として作成されたか
のように取り扱ったことは問題であるとする。

［para.�456］
Foley書簡は、R商標に関与していたLuque企業

グループ全社の注意を喚起することを意図してい
た。よって、最高裁がFoley書簡をあたかも
Muresaらに宛てられたもののように取り扱った
ことは正当化される。［paras.�462-464］

最高裁は、Foley書簡が、R商標の登録に対し
て様々な国々において異議申立てを行うことを脅
迫めいた形で述べていること、Muresaらが製品
の販売を諦めるべき法的根拠は少なくともパナマ
法上はないことを指摘し、これを ｢明らかに脅迫
めいていて無謀な行為｣ であり、BSJらが商標異
議を開始した時の誠実性について疑義を生じさせ
るとする。しかし、同書簡は、個々の国において
手続を開始する前に分析を行うことを示している
に過ぎない。無謀性についての訴えの要点は、か
かる分析は行われておらず、多数意見が認定した
ように、BSJらは商標異議を提起する ｢法的根拠
を欠いていた｣ ことであった。よって、最高裁は、
Foley書簡に正当化されない重みを与えている。

［paras.�473-475］
（b）無謀さの認定

最高裁は、①Foley書簡の送付、②法的根拠を
欠く手続の提起、③不服申立ての取下げ、④事業
上の競争相手に対して手続を開始したことを理由
に、BSJらによる商標異議の提起が悪意によるも

1）Jan�Paulsson,�Denial�of�Justice�in�International�Law�(CUP,�2005),�p.�98.
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のだったとする。［para.�487］
最高裁が、BSJらが法的根拠なしに、勝訴の見

込みについてのパナマ法の分析をせずに手続を開
始したと批判したことは正当である。商標異議の
提起が思慮に欠けるものであったことは、第一審
において敗訴し、上訴した後、それを取り下げた
ことに強く現れている。大陸法系の国々では、訴
訟当事者は、上訴において請求を追求する準備を
せずに法的手続を開始することは少なく、パナマ
においても確かにそうである。BSJらが商標異議
手続を開始した時、両社は、パナマ市場において
競合するブランドが共存していたことを知ってい
たか、知るべきであった。両社が手続の勝訴の見
込みについて助言を求めていたとしたら、助言の
内容がその後上訴の成功の見込みについてなされ
た助言とは違ったと信じる理由はない。この状況
で商標異議手続を行うことは、思慮に欠けるもの
であり、最高裁の多数が、BSJらが法的根拠なく
商標異議を提起したと判断したことは正当であ
る。［paras.�488-497］

（c）因果関係の認定
最高裁は、BSJらによるR商標の登録に対する

異議申立てとMuresaらによるRタイヤの販売の停
止又は減少との因果関係が、控訴審において無視
されたMuresaの証人の証拠により証明されると
認定したようである。しかし、これらの証拠のい
ずれも、商標異議の提起とRタイヤの販売の停止
又は減少の因果関係について説明していない。ま
た、商標異議手続がRタイヤの差押えを伴うこと
をMuresaが恐れる論理的な理由はない。BSJら
が商標異議手続で勝訴した場合に、R商標の継続
的な使用を阻止するための手段を講じる可能性に
ついての懸念が、Rタイヤの生産・販売を減少さ
せた理由であるとすれば、それはブリヂストンが
合理的に責めを負うべきものではない。よって、
最高裁の多数が、Rタイヤの販売の停止又は減少
の責任がBSJらにあると判断したのは誤りであ
る。［paras.�498-505］

（d）損害に関する証拠の評価の誤り
最高裁は、Muresaらが損害を立証するために依

拠した証拠が、他の事実及び専門家証拠と食い違っ

ていることに言及していない。関係証拠を破棄申
立て審理で提出されたもののみに限定し、当該証
拠にあたかも異議がないかのように手続を進める
ことは、深刻な見落としである。［paras.�510-514］

（e）最高裁の多数意見を全体として見た場合
最高裁の判決は、BSJらが競合他社に損害を与え

ようとする意図を伴って、法的根拠なく商標異議を
提起したとの前提に依拠している。最高裁は、BSJ
らがR商標の登録に正当化されない異議を申し立て
たことと、MuresaらによるRタイヤの生産・販売の
縮小との間に因果関係があるとの誤った前提に依拠
した。かかる結論に至るに当たり、最高裁はFoley
書簡を不当に重視し、Muresaらの損失に関する証拠
には異議が出されていないことを前提にする誤りを
おかしている。これらが、単なる誤り又は見過ごし
ではなく、多数意見の裁判官の能力の欠如又は腐敗
の証左であることを証明する責任は申立人側にある
が、その証明責任の水準は高く、今回その責任は果
たされていない。［paras.�526-528］

4. 腐敗
申立人は、2015年3月13日、BSAMの副社長及

び弁護士数名が、Gonzalez-Revilla在米パナマ大
使と面会した際に、｢You�know�what�this� is,�
right?�It's�corruption.｣ と述べたと主張するが、
仲裁廷は、これを否定する同大使の陳述書及び証
言を受け入れる。［paras.�539-546］

Ⅲ．解　説

A. 日系企業による投資協定仲裁事案
公開情報に基づく限り、本稿執筆時点（2021年

3月31日）で、6件の投資協定仲裁が日本法人によ
り付託され、4件の仲裁が日系企業（日本法人の
海外子会社及び第三国企業との間のJVを含む）に
より付託されている（末尾の付録参照）。本件は、
これらの投資協定仲裁事案の中で、責任論につい
ての仲裁裁定が下された2番目の事例であるとと
もに、投資家側が敗訴した初の事例である。
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B. 裁判拒否
1. 概要

裁判拒否（denial�of�justice）の禁止は、公正衡
平待遇を構成する要素のうちのひとつである2）。
裁判拒否は、司法へのアクセスの拒否、手続の不
合理な遅延、最終判決の不執行、裁判官の腐敗、
聴聞の機会の不提供等、司法手続に手続的な不当
性が認められる場合に生じるとされている3）。本
件では、パナマ最高裁の手続及び判断が、裁判拒
否を構成するか否かが本案の争点となった。
2. 裁判拒否を主張するための申立人適格

本件では、本案の判断を行う前に判断すべき前提
問題として、パナマ国内裁判所の手続の当事者では
ないBSAMが仲裁において裁判拒否に基づく請求を
申し立てる適格があるのか否かが問題となった。こ
の点に関し、ポールソン教授4）の専門家意見書は、
国際法上、国内裁判手続の当事者でなければ裁判拒
否を仲裁において主張することはできないとする。
しかし、Arif事件の仲裁廷は、この国際法上の原則
を認めつつも、投資協定に規定されている公正衡平
待遇は、投資受入国に設立された現地企業の外国株
主をも保護するものであり、当該義務が、国内手続
に参加している当該現地企業に対する裁判拒否によ
り破られた場合には、投資受入国は、当該外国株主
に対して公正衡平待遇義務違反の責任を負うとし
た5）。このように、現地手続の当事者ではない親会
社が、現地手続において子会社に対して行われた裁
判拒否の請求を提起する適格があり得ることは、
ポールソン意見書も認めている。

しかし、BSAMは、パナマ国内の裁判手続の当
事者であったBSJ、BSLSのいずれをも所有又は支
配しておらず、パナマ国内で登録されたB商標及

びF商標について、その商標権者から、自身又は小
会社がライセンスを受けているのみであった。

この点に関し、本件仲裁判断は、米・パナマ貿
易促進協定の公正衡平待遇が ｢対象投資財産｣ に
付与されるとの文言に着目し、申立人が所有又は
支配する投資財産が裁判拒否を「経験していれ
ば」、投資仲裁において裁判拒否を主張できると
した上で、申立人が、国内手続の当事者となり得
る人格のある財産（子会社）を所有又は支配はし
ていないが、申立人が所有又は支配する投資財産

（ライセンスされた商標）が当該国内手続の主題
となっている場合に、裁判拒否を主張する申立人
適格を認めたところに意義がある。

日本が当事国のものを含め、現行の多くの投資
協定が、公正衡平待遇を、（投資家ではなく）「投
資財産」に与える旨規定しているため6）、本件判
断の意義は大きいように思われる。今後、このよ
うな解釈が他の仲裁廷により踏襲されるのか注目
されるところである。
3. 裁判所の判断の内容の誤りに基づく裁判拒否
の主張

本件仲裁判断では、裁判拒否を構成し得る事実
として、①裁判所の手続的決定の誤り（適正手続
違反）、②裁判所による証拠評価等の内容の誤り、
③裁判所の腐敗について検討が行われている。

このうち、②については、裁判所の判断内容の
誤りに基づく裁判拒否の主張と言える。この点に
関し、Alghanim事件の仲裁廷は、適正手続の違反
がなくても、判断内容が著しく不当（inexcusable）
であって、それなりの能力ある裁判官なら到底し
ないであろう類のものであれば、裁判拒否に該当
するとの基準を採用し、これを「実体的裁判拒否

2）米・パナマ貿易促進協定10.5条2(a)はこのことを明示的に規定している。CPTPP協定9.6条2(a)同旨。
3）See,�"commentary�to�Article�9,�The�Law�of�Responsibility�of�States�for�Damages�Done�in�their�Territory�to�the�
Person�or�Property�of�Foreigners�(1929)"�23�AJIL�Spec�Supp,�p.�175.
4）同教授の裁判拒否に関する研究実績としては、2005年に出版されたモノグラフ(前掲注1)の他、2019年のハーグ国
際法アカデミーにおける講義(Jan�Paulsson,�"Issues�arising�from�Findings�of�Denial�of�Justice� (Volume�405),"�in�
Collected�Courses�of�the�Hague�Academy�of�International�Law�(Brill,�2019))がある。
5）Mr.�Franck�Charles�Arif�v.�Republic�of�Moldova,�ICSID�Case�No.�ARB/11/23,�Award�of�8�April�2013,�paras.�435,�
438.�本件仲裁判断については、髙橋直樹「投資協定仲裁判断例研究(51)」JCAジャーナル60巻11号(2013年)55頁以下を
参照されたい。
6）例えば、日・アルメニア投資協定4条、CPTPP協定9.6条1。
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（substantive�denial�of�justice）」と呼称するが7）、
本件の専門家証人であるポールソン教授は、この
ような性質付けに異を唱えている。すなわち、同
教授によれば、裁判拒否の概念は、いかなる場合
であっても手続的なものであり、裁判所による判
断の内容が著しく不当な場合は、その内容それ自
体により裁判拒否を構成するわけではなく、その
不当な内容が、「いかなる誠実又は適格な裁判所
もそのような判断を行い得ない」という意味にお
いて、手続的瑕疵の証拠となり得るに過ぎない8）。
このことは、本件仲裁判断で採用された前提で示
されているように、「国際法は、国際的な判断権
者に対して国内裁判所の上訴審として行為する権
限を与えていない」ということから裏付けられる9）。

本件では、上記ポールソン教授の立場が両当事
者からの支持の下採用された10）。その上で、本仲
裁廷は、パナマ最高裁による個別の証拠の評価及
び判断全体について一定程度の誤りを認定しつつ
も、それが多数意見の裁判官の能力の欠如又は腐
敗の証左であることが証明されていないとして、
裁判拒否を認定しなかった。本件仲裁判断は、ポー
ルソン教授の見解を採用し、裁判所の判断内容そ
れ自体が著しく不当であることを根拠とする「実
体的裁判拒否」の概念を明確に否定した事例とし
て、また、裁判所の判断内容に基づき裁判拒否を
構成するような手続的な瑕疵の存在が認められる
か否かを判断した事例判断としての意義を有する。

7）Fouad�Alghanim�&�Sons�Co.�For�General�Trading�&�Contracting�W.LL.�et�al.�v.�Kingdom�of�Jordan,�ICSID�Case�
No.�ARB/13/38,�Award�of�14�December�2017,�paras.�280,�281.�同仲裁判断については、西村祥平「投資協定仲裁判
断例研究(126)」本誌67巻11号(2020)18頁以下を参照されたい。
8）Jan�Paulsson,�supra�note�1,�p.�98.
9）See,�Ibid.�pp.�83-84.
10）なお、Alghanim事件の仲裁廷も、裁判拒否を構成するには、判断内容の不当性に加え、その不当性が「それなり
の能力ある裁判官なら到底しないであろう類のもの」であることを条件としており、「実体的裁判拒否」との呼称は
さておき、本仲裁廷が採用した基準と同様の基準を採用しているとの評価もできそうである。
11）Partial�Award�of�17�March�2006
12）Order�of�the�Secretary-General�Taking�Note�of�the�Discontinuance�of�the�Proceeding�of�29�August�2014
13）Decision�on�Jurisdiction�and�Liability�of�17�March�2021
14）Decision�on�Jurisdiction�of�29�April�2019;�Cosmo�Sanderson,�"Nissan�settles�treaty�claim�against�India,"�Global�
Arbitration�Review�(29�May�2020)
15）ICSID�Administrative�and�Financial�Regulation�14(3)(d)に基づく、仲裁費用の予納金の不払いを原因とするもの
(2021年1月7日付)。

【付録】日本法人・日系企業を申立人とする投資協定仲裁（2021年3月31日時点、付託順）
事件名・事件番号 結果 投資協定

Saluka�Investments�B.V.�v.�The�Czech�Republic�(UNCITRAL) 協定違反を認定11） オランダ・チェコ投資協定
Nusa�Tenggara�Partnership�B.V.�and�PT�Newmont�Nusa�Tenggara�v.�
Republic�of�Indonesia�(ICSID�Case�No�ARB/14/15) 請求取下げ12） オランダ・インドネシア

投資協定
JGC�Corporation�v.�Kingdom�of�Spain�(ICSID�Case�No�ARB/15/27) 係属中 エネルギー憲章条約
Eurus�Energy�Holdings�Corporation�and�Eurus�Energy�Europe�B.V.�v.�
Kingdom�of�Spain�(ICSID�Case�No�ARB/16/4)

措置の一部について協定違反
を認定、損害額の協議中13）

エネルギー憲章条約／オ
ランダ・スペイン投資協定

Bridgestone�Licensing�Services,� Inc.�and�Bridgestone�Americas,� Inc.�v.�
Republic�of�Panama�(ICSID�Case�No.�ARB/16/34) 協定違反を認定せず 米・パナマ貿易促進協定

Nissan�Motor�Co.,�Ltd.�v.�Republic�of�India�(PCA�Case�No.�2017-37) 管轄を肯定、その後和解14） 日・インド経済連携協定
Itochu�Corporation�v.�Kingdom�of�Spain�(ICSID�Case�No�ARB/18/25) 係属中 エネルギー憲章条約
SMM�Cerro�Verde�Netherlands�B.V.�v.�Republic�of�Peru�(ICSID�Case�No.�
ARB/20/14) 係属中 オランダ・ペルー投資協

定
Macro�Trading�Co,�Ltd�v.�People’s�Republic�of�China� (ICSID�Case�No.�
ARB/20/22) 係属中（手続停止中）15） 日・中投資協定

Mitsui�&�Co.,�Ltd.�v.�Kingdom�of�Spain�(ICSID�Case�No.�ARB/20/47) 係属中 エネルギー憲章条約
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今号で紹介する裁判例は、一方当事者がビデオ
会議方式での審問の実施に反対したにもかかわら
ず、ビデオ会議方式での審問の実施を決定した仲
裁人について、当該当事者が忌避申立てを行った
事案である。

①�オーストリア最高裁判所（Oberster�Gerichtshof,�
OGH）2020年7月23日決定1）（Docket�18�ONc�
3/20s）

【事実の概要】
本件は、「ウィーン国際仲裁センター」（VIAC）

に係属している仲裁手続（本件仲裁手続）の被申
立人である米国の3会社（以下「X」という）が、
本件仲裁手続の申立人であるオーストリア法人

（以下「Y」という）を相手として、本件仲裁手
続に関して、①審問に関する録音・録画の記録の
提出を仲裁廷に命ずること、②審問期日を設定す
ること、③仲裁人A・B・Cの忌避（解任）を求
めて、オーストリア最高裁判所に申し立てたもの
である。XもYもウィーン在住の弁護士を代理人
としていた。

本件仲裁手続は、2017年8月、VIACにおいて3
人の仲裁人（A・B・C）から成る仲裁廷が構成
されて開始した。審問期日は、当初、2020年3月
10日に予定されていた。2020年1月15日に、Xが
審問期日の延期を申し立て、仲裁廷は、審問期日
を2020年4月15日の午前10時に変更した。しかし、
その後、COVID-19感染症の世界的な拡大が起
こったため、2020年3月19日に、仲裁廷と当事者
の間で、COVID-19感染症による渡航制限と対面

方式での審問の実施への影響を議論するための会
議が行われた。その際、当事者は、審問を省略せ
ずに実施することで合意した。

その後、Xは、2020年4月2日付けの文書におい
て、ビデオ会議方式での審問の実施に反対するこ
と、そして後日に対面方式の審問を実施すべきで
あることを主張した。また、当該文書には、附随
的に、Xの代理人の1人であって審問予定の証人
でもあるMが、今後の数週間にわたって多忙をき
わめることも記載されていた。

2020年4月8日、仲裁廷は、2020年4月15日の審
問をビデオ会議方式で実施することを命じた上
で、時差を考慮して審問の開始時間をCET（中
央ヨーロッパ標準時）の15時に変更した。その
結果、米国ロサンゼルスに居住するMにとっての
審問の開始時間は、午前6時となった。仲裁廷は、
当事者間の合意がない場合に、どのような審問の
方式を採用するかは仲裁廷に委ねられている事項
であると考えた。

2020年4月21日、Xは、仲裁人の忌避をVIAC
に申し立てた。VIACは、仲裁人及びYからも意
見を聴取した後、2020年5月13日の決定で、当該
申立てを却下した。これを不服として、Xが、
2020年6月12日にオーストリア最高裁判所に対し
て、3人の仲裁人が公正でないことの確認を求め、
上記①②③を申し立てたのが本件である。Xは、
VIACに対して主張した理由を、裁判所でも繰り
返した。
【判旨】

Xの申立て（①②③）をすべて棄却する。

国際商事仲裁ADR判例紹介（13）

高杉 直 Naoshi Takasugi

同志社大学法学部教授

1）https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Justiz/JJT_20200723_OGH0002_018ONC00003_20S0000_000/JJT_ 
20200723_OGH0002_018ONC00003_20S0000_000.pdf
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仲裁人の忌避が認められるのは、仲裁人の公正
性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があると
きと、当事者の合意により定められた仲裁人の要
件を具備しないときである（民事訴訟法第588
条）。しかし、不適当な手続行為や手続上の過誤は、
それ自体では、不公正を示すものではない。Xが
忌避の事由として主張する仲裁廷の手続上の決定
又は命令が、実際にも誤り又は不適当であったと
見なされる場合であっても、忌避を正当化するも
のとはならない。

Xは、［1］2020年4月15日の審問期日の指定（そ
の開始時間と準備のための時間）、［2］証人への影
響を防止するための適切な措置をとらずにビデオ
会議方式で審問を実施することなどが、不当な行
為（ないし不平等な扱い）に該当すると主張する。
［1］2020年4月15日の審問期日の指定

仲裁人の忌避をVIACに申し立てた理由として、
Xは、（1）Xが繁忙期であり、かつ、イースター
休暇のために実際には3日間しか審問のための準
備時間がとれないこと、（2）CETの15時に設定さ
れた審問開始時間が、米国ロサンゼルスでは午前
6時となることを指摘した。Xは、これらの事由
が当事者間で不均衡なものであり、当事者の平等
取扱いに反する不公正なものであると主張した。

VIACは、2020年4月15日の審問日程が、Xの
申立てに基づき2020年1月15日に既に設定されて
いたのであって、両当事者にとって不意打ちとな
るものではなかったこと、審問開始時間が早朝で
あることも不公正というには不十分であるとし
て、Xの申立てを却下した。

最高裁は、次のように判示した。すなわち、
VIACが申立て却下の際の決定で判示した通り、
何カ月も前に審問期日の通知を受けていたXは、
審問実施によって不意打ちを受けることはないの
であって、十分な準備期間を有していた。Xによ
る審問期日の延期の主張は、具体的な理由を示し
たものではなく、抽象的にMが多忙であることを
理由としているに過ぎないものであって、仲裁人
が審問期日の延期を認めなかったことは、公正性
に反するものではない。むしろ、審問開始時間が
早朝であることは、Mが審問後に日中での職務遂
行を可能とするものである。

オーストリアとカリフォルニア州の間の時差を
考慮すれば、従来の伝統的な営業時間内に関係者
全員が審問に参加することは不可能である。また、
ウィーンを本拠地とするVIAC仲裁に合意したこ
とで、Xは、地理的な不利益（渡航の必要性や時差）
を受け入れたと解される。審問の開始時間が早朝

となった点は、ロサンゼルスからウィーンへの移
動と比べると、きわめて小さな負担である（特に、
ビデオ会議で自宅から審問に参加できる）。さら
に、Xの代理人の1人は、ウィーンを本拠とする
弁護士である。従って、ロサンゼルスに居住する
Mにとって審問が早朝に開始されることが、公正
性に反するものとは解されない。
［2］証人への影響を防止するための適切な措置
をとらずにビデオ会議方式で審問を実施すること

Xは、VIACへの仲裁人の忌避の申立てにおい
て、ビデオ会議方式の審問では、チャット等を利
用して証人に不当な影響を行使するおそれがあり
得ることなどから、仲裁廷の決定が不公正なもの
であると主張した。

VIACは、COVID-19感染症を理由とするビデ
オ会議方式での審問の実施が不公正であるとは解
されず、証人への不当な影響を防止する措置が不
十分であったとしても手続違反とまではいえない
との決定を下した。

最高裁は、次のように判示した。すなわち、ビ
デオ会議は、裁判手続においても広く利用されて
いる。これは、仲裁にも妥当する。COVID-19感
染症拡大の過程で、ビデオ会議は、ほぼ標準的な
手続の方法として一層利用されている。ビデオ会
議の利用は、一方当事者が反対している場合で
あっても、欧州人権条約第6条に違反しない。民
事手続において考慮しなければならないのは、当
事者の審問権の保障だけではなく、実効的な当事
者の私法上の権利の実現も保障しなければならな
いことである。ビデオ会議方式による手続の実施
は、費用と時間の節約となり、権利実現と審問権
の保障を同時に満たすものである。

ビデオ会議方式の利用における証人への影響な
どのおそれは、対面方式の審問の場合であっても
完全に排除できない。むしろ、ビデオ会議方式で
あれば、証人を正面から間近で観察できるし、証
人が所在する部屋の全体をカメラで映したり、常
にカメラに両手が見えるように求めたりすること
により、証人への不当な影響を防止することが可
能となる。

いずれにせよ、ビデオ会議方式による審問の実
施は、重大な手続違反や公正審理原則違反にはあ
たらない。従って、ビデオ会議方式の利用を理由
とするXの申立ては理由がない。
［3］結論

Xが主張した忌避事由は認められない。従って、
Xの申立てを棄却する。
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福田敦「（2021年ビジネスローの展望）仲裁法
制等をめぐる動向」NBL1185号40頁〜41頁（2021
年1月）は、わが国の仲裁法制の見直しのために
令和2年9月政府の法制審議会に仲裁法制部会（部
会長は山本和彦教授）が設置されて、調査審議さ
れることの概要を、法務省民事局参事官の著者が
伝える。同部会の審議事項は次の3つである。①
UNCITRAL国際商事仲裁モデル法の2006年一部
改正にあわせて仲裁法を改正して、仲裁廷が仲裁
判断を出す前に、必要な暫定保全措置を発令し、
それを国家裁判所で承認・執行させるための要件
を明確にすること。②2018年12月国連総会で採
択された「調停による国際的な和解合意に関する
国連条約（シンガポール条約）」（2020年9月発効）
に鑑み、日本における国際調停または国際仲裁の
活性化のため民間の調停における和解合意に執行
力を付与すること。③仲裁手続に関与する裁判所
の手続における訳文添付の見直し、外国語への対
応等の態勢を整えること。
仲裁法制部会は、その後、令和3年3月5日開催
の第6回会議においてとりまとめた「仲裁法等の
改正に関する中間試案」（および同概要・補足説明）
を法務省ウエブサイト等で公表し、それは同年5
月7日までのパブリック・コメントの手続に付さ
れた。この中間試案第1部では、仲裁廷がする暫
定保全措置の定義、発令要件、担保、変更、費用・
損害賠償、さらに暫定保全措置の承認および執行
に関連して仲裁法の改正案が提示されている。現
行の仲裁法においては、仲裁廷が、当事者間の別
段の合意がない限り当事者の申立てに基づいて、

必要な暫定保全措置を当事者に命じることができ
ると定められるだけで（24条）、発令要件および
執行力は規整されていないので、この法改正が実
現すれば仲裁法に格段の進展をもたらすだろう。
上記の法制審議会仲裁法制部会における審議
は、令和元年12月に発足した「仲裁法制の見直
しを中心とした研究会」（座長は山本和彦教授）
の議論に基づくものである。同研究会の報告書は、
商事法務編・仲裁法制の見直しを中心とした研究
会報告書／別冊NBL172号として2020年11月に刊
行された。同書には参考資料として諸外国等にお
ける仲裁法制についての調査報告書が付属する。
同調査報告書【ドイツ】1頁〜7頁（安永祐司）は、
日本と同様にUNCITRALモデル法にならって改
正された1998年のドイツ仲裁法における仲裁廷
の暫定保全措置の概要を伝える。ドイツ仲裁法は、
（日本の仲裁法とは異なり）仲裁廷による暫定保
全措置の発令要件（ZPO1041条1項）と並んで、
その執行および取消しの規定をもつ（同条2項、
3項）。仲裁廷による暫定保全措置の発令は、国家
裁判所が仲裁当事者のためにする保全処分
（ZPO1033条）および国家裁判所がする保全処分
（仮差押え・仮処分、ZPO916条以下、935条以下）
の規律に準じている。

Reinhard Gaier,  Ex-parte-Eilmaßnahmen des 
Shiedsgerichts und das Prozessgrundrechte der 
Waffengleichheit, SchiedsVZ 2021, S.7 – S.12
は、仲裁廷が相手方の聴聞なしに発令する一方的
な暫定保全措置の発令と執行に関し、ドイツ連邦
憲法裁判所の元裁判官が憲法上の手続的基本権、

国際商事仲裁ADR文献紹介（13）

安達栄司 Eiji Adachi

立教大学法学部教授
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とくに武器対等の原則の観点から検討する最新の
ドイツ法の文献である。本稿の検討の出発点にあ
るのは、出版・言論法、不正競争防止法または著
作権法の分野で、緊急を要する場合に相手方の関
与なしに申立人の一方的な言い分だけに基づいて
出版差止め等の満足的仮処分の発令を許してきた
裁判実務の問題がある。近時、連邦憲法裁判所は、
この裁判実務に関して、手続基本権としての武器
対等原則の観点から憲法違反を認め、保全法が予
定しない方法で相手方を保護する判例法理を確立
させた。著者は、この連邦憲法裁判所の判例が仲
裁廷の暫定保全措置の実務に及ぼす影響を考察す
る。連邦憲法裁判所の近時の判例で注目された相
手方当事者の武器対等の権利とは、憲法上の平等
権（GG3条1項）と法治国家原理（GG20条3項）
から引き出される手続上の基本権のことである。
相手方の事前の聴聞も、また裁判外での十分な警
告もしないで、暫定処分を発令することによって、
申立人に対する相手方の手続上の地位の対等性が
保障されない。それらの場合、手続基本権として
は憲法103条1項の法的審問権の侵害も問題にな
り得るが、保全命令に対する相手方の異議申立て
後に口頭弁論の手続が保障されることによって審
問権侵害は事後的に治癒されるので憲法異議の手
続に乗らない。それに対して、手続実務それ自体
に生じる武器対等の基本権の侵害は事後的に治癒
されず、憲法異議の手続によって責問できる。
この連邦憲法裁判所の一連の判例は、仲裁廷が
する暫定保全措置の発令と執行（ZPO1041条）
にとってどのような意義を有するのかを、著者は
検討する。まず、仲裁廷が相手方の事前の聴聞な
しに一方的な暫定保全措置を発令できるかについ
て、多数説は国家裁判所と同様の事後的な審問権
保障を条件にして可能とする。法的に見るならば、
国家裁判所の手続と同等の法的審問権が保障され
る限り、仲裁廷に一方的な暫定保全措置を禁止す
る根拠はない。ただし国家裁判所の手続では、厳
しい要件の下で例外的に一方的な保全命令が許さ
れてきたが、仲裁廷について同様の要件が充足さ
れるかという疑問がある。仲裁廷の組成のために
相手方の関与が必須であるならば一方的な発令手
続は不可能のように思われる。しかし、仲裁廷が
組織された後に暫定保全措置の必要が生じる場合
もある。また仲裁廷の暫定保全措置の発令後、そ
の執行のためにさらに裁判所が裁判をする

（ZPO1041条2項）という二重手続になるので、相
方に対する聴聞を放棄してまでも実現しなければ
ならない緊急性自体が欠けるという指摘もある。
しかし、国家裁判所の助力がなくても仲裁廷の暫
定保全措置に相手方が自発的にまたは不利益回避
のために従うことは十分にあり得る。また仲裁廷
は、ドイツ保全法の知らない、国家裁判所の助力
を要しない資産凍結命令のような自律的措置も発
令できるので二重手続に常に煩わさされるわけで
はない。したがって、仲裁廷が一方的な暫定保全
措置を例外的に発令する可能性を排除することは
できない、というのが著者の一応の立場である。
それでは、仲裁廷の暫定保全措置の発令と執行

に関して法的審問権の侵害の問題は生じないだろ
うか。著者は、ZPO1041条2項による国家裁判所
による執行可能宣言の手続のなかで審問権の侵害
が治癒される可能性に言及する。この規定によれ
ば、高等裁判所は比例原則に基づき仲裁廷の暫定
保全命令を修正できるので、同条2項は仲裁判断
の承認と執行を規制するZPO1060条・1061条に
比肩する機能を有している。したがって審問権違
反があれば、同規定の手続のなかで仲裁廷の暫定
保全措置は公序違反を理由に執行を拒絶されるこ
とになるが、同項後段があるので、国家裁判所の
手続と同様にその瑕疵は治癒され得ると考えなけ
ればならない。それに対して、前述の連邦憲法裁
判所の判例で発見された一方的な保全処分におけ
る武器対等の基本権を考慮するならば、問題の様
相は一変する。すなわち、一方的な暫定保全措置
は相手方にとって手続権の意図的無視を意味する
ものであり、その後の手続で審問権の侵害は治癒
され得るとしても、同時に起こる手続上の武器対
等の基本権の侵害までは治癒されない。仲裁廷は、
ZPO1042条1項1文によって武器対等の基本権の
遵守が義務づけられており、これに反する暫定保
全措置が発令されているならば、ZPO1041条2項
の手続において原則的に国家裁判所は公序違反を
理由にその執行を拒絶する、または取消しをしな
ければならない。なお、一方的な暫定保全措置を
申し立てる前に、相手方に対し裁判外でその申立
てと内容的に一致する警告書を送付して、その警
告書に対する反論を述べる機会を相手方に与えて
いたならば、武器対等の基本権の侵害の問題は生
じない。著者はこのように結論を述べる。
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Ⅰ．はじめに

2019年12月25日、中国最高人民法院は「改正
民事証拠規定」1）を公布し、2020年5月1日より
発効させた。これは、2008年以来11年ぶりの、
民事訴訟上のルールを一新させる内容が多く盛り
込まれた大改正といえよう。このため、紛争解決
にむけた実務への影響も必至と思われる。

一方で、中国の民事訴訟における証拠の取り扱
いについては、改正民事証拠規定のほか、複数の
規定が併存している。今回の大改正もこれら諸規
定と照らし合わせたうえでなければ、内容を的確
に把握し、訴訟実務に活用していくことは不可能
と思われる。

そこで本稿は、改正民事証拠規定が施行されて
からすでに半年以上経過した現状を踏まえ、実務
や活用の観点から民事訴訟における証拠ルールを
解きほぐし、留意点を分析することを通じて、紛
争の予防や解決に資することを目的とする。

Ⅱ．改正民事証拠規定の位置づけ

1. 現行民事訴訟法等との相互関係
中国の民事訴訟手続の基本となる法令は2つあ

り、①法律としての民事訴訟法（以下「民訴法」

という。）および、②準法律としての民事訴訟法
に関する解釈2）（最高人民法院が制定・公布。以
下「民訴法解釈」という）である。どちらも証拠
の取り扱いについて規定を設けるものであるが、
それらの条文のほとんどは原則的なものでしかな
く、実際の訴訟指揮ではあまり機能していないの
が現状である。これを補うため、証拠ルールに特
化した司法解釈が制定・公布された。それが③改
正民事証拠規定である。

当該規定が2008年に制定・公布されてから、基
本となる上記2つの法令も複数回改正された。こ
の改正との整合性を図るため、最高人民法院は今
回の抜本改正を行ったものである。しかし、ここ
で問題になるのは、実際民事訴訟において証拠を
取り扱う際の、上記3つの法令の適用順番である。

この点、②民訴法解釈は、①民訴法の全般（証
拠部分も）に関する詳細規定であり、③改正民事
証拠規定はまた①および②の証拠部分に関する詳
細規定である現状から、特別法と一般法との観点
より、③→②→①との順で適用するのが妥当かと
思われる。なお、時系列的にも、③の大改正が昨
年行われたばかりである以上、新法と旧法との観
点からも、同様な結論になると思われる。

中国民事訴訟における証拠ルールの革新
―民事証拠規定改正・施行および企業争訟への影響―

刁聖衍 Diao ShengYan

リドラ法律事務所　上海オフィス　中国律師

1）中国語原文：「最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定」【法释（2019）19号】
2）中国語原文：「最高人民法院关于适用《民事诉讼法》的解释」【法释（2020）20号】
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2. その他の証拠の規定等との相互関係
上記2つの基本法令のほか、実際、各特定法分

野にも、証拠に関する規定がいくつかある。例え
ば、独禁法に関する民事訴訟には、④最高人民法
院制定・公布の司法解釈3）があり、また、知財訴
訟についても、同じく⑤司法解釈4）が制定・公布
されている。これらの法令については、汎用性に
欠け、使用場面こそ限られているものの、証拠の
取り扱いという意味では、やはり上記③の改正民
事証拠規定との適用順番が問題となる。

上記①②③はもっぱら民事訴訟の普遍性から制
定されているが、それに対し、上記④⑤のような
法令等は、実体法も交えた角度からアプローチさ
れている。そのため、例えば、独禁法上の優越的
地位の認定に関する証拠・証明責任や、特許に関
する証拠保全などについて、上記①②③よりかか
るルールを演繹し当てはめる作業より、上記④⑤
のように具体性のある法令等が、実務家に好まれ
る傾向にある。そこで、上記1の結論と同様に、
特別法と一般法との観点から、④or⑤→③との順
で適用するのが妥当と思われる。

Ⅲ．改正要旨および訴訟実務への影響

1. 自認について
改正民事証拠規定は民訴法解釈の自認（日本で

いう裁判上の自白に相当）をさらに拡大・強化し、
当事者・代理人の訴訟行為に関する健全化を図ろ
うとしている。とりわけ、自認の形式・範囲、効
力、適用除外などの面において、力を注いでいる。
i. 自認の形式・範囲の拡大

まず、自認の形式について、開廷審理のほか、
証拠交換、職権による調査等を含め、訴状、答弁
書および準備書面などにまで拡大し、それらの過
程における発言・書面には、当事者自身に不利を
及ぼす内容がある場合でさえ、自認が成立すると
される（3条2項）。

さらに、代理人のみなし自認についても、従来
は、たとえ代理人が誤って先方の主張を認めたと
しても、特別委任権限5）さえなければ、請求の容
認、放棄及び変更とかかわる自認が成立しないと
されてきた。そのため、実務上では、個別な事案
に応じて自認を成立させない、最後の手段として
特別委任権限ではなく、あえて制限の多い一般（普
通）委任権限を代理人に与えることも見られた。

しかし、今回の改正では、訴訟委任書面には代
理人による自認を明白に排除する旨がなければ、
自認の内容を問わず、一律自認とみなすと厳格化
されている（5条1項）。このため、今後は自認に
ついては特別委任、一般（普通）委任の区別はな
く、委任権限とも関係なく、代理人の自認を認め
ない旨を特筆事項として予め訴訟委任書面に付け
加える必要があると思われる。また、改正規定が
公布する前にすでに立案され、現在進行中の訴訟
については、事案に応じて、事後的対応とはいえ、
代理人の自認を認めない旨の書面を裁判所に追加
提出し、リスクヘッジを図るべきかと考える。
ii. 条件付き自認の裁量権を明確化

条件付きの自認について、改正民事証拠規定は、
その成立の可否を裁判官の自由裁量に委ねた。訴
訟活動とは、極論でいえば一種の駆け引きでもあ
るため、妥協案を示唆するために、一定の事実（主
に相手方に不利なこと）を前提に主張を認める場
面もしばしば見られる。旧規定では、それに対す
る認定は曖昧・不明であるため、裁判官もかかる
自認の成立については慎重であった。そのような
態度を踏まえ、実務でも、条件付きの自認がかな
り活用されてきた。

しかし、今後は、裁判官の自由裁量に委ねられ
ることから、裁判所は、理論上・解釈上、個別の
事案に応じて、かかる条件付きの自認を認めるこ
とも十分ありえる。そのため、当事者とりわけ代
理人は、条件付きの自認の使用を控え、また使用
する前にその孕むリスクを依頼人に説明のうえ、

3）中国語原文：「最高人民法院关于审理因垄断行为引发的民事纠纷案件应用法律若干问题的规定」【法释（2020）19号】
4）中国語原文：「最高人民法院关于知识产权民事诉讼证据的若干规定」【法释（2020）12号】
5）中国民事訴訟制度上、代理人に、①請求の容認、放棄及び変更、②和解交渉、③反訴、控訴、を含む権限を与え
ることを特別委任といい、それらを含まないものを一般（普通）委任という（民訴法59条2項）。
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了解を得ることが必要と考えられる。

2. 証拠提出について
改正民事証拠規定は、民訴法や民訴法解釈に照

らし合わせ、一審終了後の証拠提出や証拠提出命
令などを明確化した。
i. 新証拠の認定基準を統一

まず、控訴審（二審）における証拠（以下では
便宜のため「新証拠」という）提出について、旧
規定には、証拠の入手時期（原審終了後か）や原
審に提出しなかった理由など様々な制限を課して
いた（41条）。これに対し改正規定では、現行民
訴法・民訴法解釈の証拠提出期限規定6）などを意
識し、それに沿わない旧規定を削除した。

これにより実務では、一部の控訴審裁判所より
新証拠の提出について、説明が求められるように
なった。実際、筆者が代理人として携わった案件
では、北京、上海の裁判所より、控訴審立件（控
訴する場合）あるいは控訴審資料が転送される（控
訴される場合）段階で書面による説明が明確に求
められた。そのため、筆者を含む実務家は、新規
定の施行後、新証拠の提出時期ではなく、もっぱ
ら基礎的事実と関係あるか否か（民訴法解釈102
条1項）、（原審）未提出について故意・重過失（民
訴法解釈102条2項）があるか否かに絞り、論を
展開するようになったのである。
ii. 証拠提出命令制度を補完

証拠提出命令は民訴法ではなく、民訴法解釈に
よりはじめて制度化された（112条）。とはいえ、
かかる規定は非常に少なく、また制限も相当に
あったため、敬遠されてきたのが実情である。もっ
とも今回の改正では、対象となる証拠の範囲を拡
大し、発令申請手続を明確にすることなどにより、
制度の活用を図ろうとしている。

まず、改正規定は、証拠提出命令の申請要項に
ついて、①証拠名称・内容、②証明内容、③証拠
が相手方の支配下にある事実、④証拠が事実確認
上の重要性などを列挙している（45条1項）。実

務上、上記③を審査上の形式的要件、④を実質的
要件と呼び、書面においては、後者により紙面を
割いて論ずる傾向がみられる。

さらに、上記④の一部緩和として、改正規定は、
提出すべき対象証拠を例示列挙したほか（47条1
項）、対象証拠の種類を従来の書証のみから、視
聴覚資料および電子データまで拡大した（99条）。
すなわち、a）訴訟活動で触れていたもの、b）相
手方のために作成したもの、c）帳簿などである
場合、上記③さえ満たせば、その形式（書面かデ
ジタルか）を問わず、証拠提出命令の発出がほぼ
確実である。

実務の観点からすれば、証拠提出命令の申請側
ではなく、申請される側、すなわち対象証拠を持っ
ていると思われる側から、本制度を考察するのも
有意義である。つまり、証拠提出命令を申請され
る可能性を意識したうえで、訴訟活動に挑む必要
があるということである。実際、筆者が代理人と
して担当した案件では、上記a）「訴訟活動で触れ
ていたもの」に該当されないよう、ヒアリングシー
トやチェックリストまで作成し、依頼人に確認の
うえ、細心の注意を払って訴訟資料の作成・準備
に当たっている。

また、申請される側は、商業秘密や個人情報・
プライバシー保護などを盾に、証拠提出命令に抵
抗することが容易に想像できよう。それについて、
改正規定は、証拠質疑段階の非公開を保証する代
わりに、上記のような主張を退けた（47条2項）。
そのため、証拠審理の段階ではなく、裁判記録・
判決公開の段階で、不特定多数への商業秘密など
の開示を極力防ぐために、実務では、証拠提出の
段階で予め非開示の申立てを行うことは慣例と
なっている（民訴法156条）。

3. 証拠の公証・認証プロセスを合理化
これまで、紛争に巻き込まれ、中国での訴訟活

動を余儀なくされていた海外の当事者、また商標
侵害訴訟でその性質上中国で侵害者たる中国籍の

6）幾多の改正を経て、現行民訴法は、期限満了後の証拠提出について、一律不採用ではなく、理由に応じて柔軟に
対応する原則を認めるようになった（65条2項）。また、現行民訴法解釈は、それに応じる形で、その採用基準を明確
にした（231条、102条）。

53-56_中国民事訴訟における証拠ルールの革新_�聖衍先生.indd   5553-56_中国民事訴訟における証拠ルールの革新_�聖衍先生.indd   55 2021/04/26   10:302021/04/26   10:30



56　　 　68巻5号［2021.5］

当事者を提訴せざるを得なかった海外の当事者に
とって、もっとも頭を悩まされてきたのは中国国
外で形成された証拠の取り扱いであろう。
i. 旧規定と現実との乖離

その元凶となる条文を定めているのは旧規定で
あり、ここでは、中国国外で形成された証拠はそ
の性質を問わず一律所在国の公証役場での公証手
続を終えたうえ、さらに当該国に駐在する中国大
使館・領事館の認証も経てはじめて中国の民事訴
訟においてその証拠能力が認められる（11条）。

日本を例にすると、①証拠が公文書である場合、
そもそも政府機関より発行したものであるため、
公証役場ではそれを証明する必要性も権限もない
ため、公証を得られない。一方、②証拠が私文書
である場合、それへの署名や押印の真実性につい
て本人がいれば公証が可能であるが、本人が不在
の場合（契約書の相手が見つからない場合）、書
面の内容の真実性を証明するのはそもそも公証役
場の業務範囲外であるため、公証ができないこと
となる。

これまで、この法律と現実の乖離を補うため、
実務上では公文書について、公証の代わりに、外
務省認証＋在日中国大使館・領事館認証の形で、
私文書については、公証役場での宣誓証明＋外務
省認証＋在日中国大使館・領事館認証の形で対応
してきた。筆者の経験上、渉外案件の担当経験が
ある裁判所・裁判官なら柔軟に対応できる可能性
が高いが、そうでない場合、日本の制度を説明し
理解を得ることは、相当に骨が折れる作業である。
ii. 改正後の注意点

今回の改正では、公文書については公証手続を
必須条件から外し、私文書については公証・認証

手続を不要にし、その真偽の判断は裁判審理に任
せることに軌道修正した（16条1項）。日本を例
にすると、今後、①証拠が公文書である場合、外
務省認証＋在日中国大使館・領事館認証で、②証
拠が私文書である場合、特別な手続は不要、との
結論になる。

なお、上記と似て非なる制度があり、非常に誤
解されやすいため、ここに特に記載する。証拠と
は別に、中国で訴訟活動を行う上で、本人確認書
類（日本法人を例にすると、履歴事項全部証明書
など）、中国の弁護士資格を有する弁護士を起用
する委任状などは、今回改正の影響を受けないた
め、依然として公証・認証手続を要する（民訴法
264条、民訴法解釈523条）。この点は、ぜひ留意
されたい。

Ⅳ．結　び

今回の改正民事訴訟規定は、多岐にわたって制
度改革を行っており、上記3点のほか、例えば、
証人・証言や専門家（鑑定）意見の聴取・依頼な
どでも注目すべき変更が加えられている。紙幅の
関係で、今回は外資系企業の関心のありそうな箇
所に絞って取り上げたため本稿では割愛したが、
機会を改めて紹介できればと思う。

現在の中国は、裁判官のキャリア化・若年化に
より、ルールの柔軟な適用についても積極的に行
われる傾向にある。従来の硬直的な規定を一新し
たのは、そのような流れを汲み取ったものとも思
える。総じて、今回の民事訴訟における証拠ルー
ルの革新は、訴訟活動に新しい風を吹き込むもの
と評価できよう。
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Ⅰ．序　文

世界中の企業が、新型コロナウイルス「COVID-19」
の感染拡大による影響を受けており、今後も国内
外におけるパンデミックの進展により、さらに影
響を受ける可能性がある。さまざまな産業や分野
における多くのクロスボーダー商業契約は、当事
者によって英国法に準拠するように選択されてい
る。そこで、本稿では、英国に限らない全世界の
クロスボーダー商業契約上のインパクトという観
点から、英国法準拠の契約上の義務を果たすこと
が困難である当事者が、「不可抗力」条項によって、
紛争を引き起こす可能性について検討する。

Ⅱ．不可抗力条項

「不可抗力」 条項は、多くのクロスボーダー商
業契約に見られる。通常それは、契約当事者の合
理的なコントロールの及ばない予見できない事態
が生じたことで当事者が契約上の義務を履行でき
なくなる状況に対処するために規定される。マー
ケットスタンダードの契約1）に含まれているもの
を除けば、不可抗力条項はそれぞれに異なってお
り、英国法に基づく不可抗力について包括的定義
は存在しない。そのため、当該条項に関しては個

別に検討しなくてはならない。考慮すべき重要な
要素は次の通りである。

（1） 該当する状況が 「不可抗力」 の定義に当ては
まるか否か

（2） 該当する不可抗力事由と契約の不履行との間
に十分な因果関係があるか否か

（3） 不可抗力の影響によって契約を履行できなく
なる当事者にとっての義務（不可抗力事由の
影 響 を 軽 減 及 び 回 避 す る た め の 措 置

（mitigation）などに備えることの義務）
（4） 不可抗力条項を行使することによってもたら

される法的効果

（1）「不可抗力」の定義
不可抗力条項の適用範囲に関して紛争が生じた

場合、英国裁判所は、契約解釈の通常原則を適用
する。ここで考慮すべき点は、パンデミック又は
伝染病が契約において不可抗力事由として明確に
対象とされているか否かである。ただし、伝染病
の発生そのものが不可抗力条項において網羅的又
は事例として挙げられていない場合でも、政府命
令又は政府の介入などにより、パンデミックに
よって引き起こされたその他の状況が不可抗力事
由に含められることがある。旅行の禁止、国境の
封鎖、隔離、ソーシャルディスタンスの確保など、

海外紛争解決トレンド（16）
英国法準拠契約上の不可抗力条項とCOVID-19感染症

内藤央真 Teruma Naito 森脇寧子 Yasuko Moriwaki

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業　外国法事務弁護士（連合王国） アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業　外国法事務弁護士（連合王国）

1）Loan Market Associationの書式には不可抗力条項が含まれていない。2002年の ISDA Master Agreementには 「不
可抗力事由」の定義がある。International Chamber of Commerce は2003年に不可抗力条項を提案している。
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新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大
を食い止めるために世界各国の政府やその他の当
局がとっている措置は、不可抗力事由に該当させ
ることができる可能性がある。契約によっては、
当事者のコントロールの及ばない事態であって、
契約締結時には予見することができず、かつ適切
な措置によっても回避することができなかったも
のを、「不可抗力」として、一般的に定義する場
合がある。

（2）十分な因果関係
通常、不可抗力に依拠しようとする当事者は、

不可抗力事由が契約の履行を妨げたことを立証し
なければならない。ほとんどの場合これは事実問
題であり、当事者はこれが事実であると主張する
に足る証拠を集める必要がある。契約の中には、
不可抗力事由により履行が不可能となる、又は当
事者が最善の努力をつくしているにもかかわらず
契約履行は不可能、といった、高い基準値を必要
とするものもある。それほど高くない基準値には、
例えば、不可抗力事由が履行遅延を引き起こす、
又は当事者が最善の努力をつくしているにもかか
わらず契約を履行できない、というようなものが
含まれる。通常は、不可抗力事由と不履行との間
に十分な因果関係が必要とされる。単純な支払義
務は、通常、不可抗力事由の影響を受けにくいと
考えられている。不可抗力条項に依拠することを
主張する場合、当事者は、不可抗力事由が直接的
又は間接的（契約条件によっては）に契約上の義
務の履行を妨げた証拠を示すことができなければ
ならない。通常、当事者が契約を履行する方法が
複数ある場合、不可抗力の申立ては成功しない。
経済又は市場の状況の変化によって契約の収益性
が低下することや、契約の履行がより不利になる
というようなことは、一般的に、不可抗力条項を
適用するに十分であるとはみなされない点は留意
いただきたい。

（3）不履行当事者の義務
不可抗力の救済をもとめる当事者は、通常、不

可抗力事由の影響を軽減及び回避するために合理

的な措置を講じたことを示す義務を負う。契約の
不履行が、不可抗力事由と不履行当事者の行為の
双方によって生じた場合には、当該不履行当事者
が不可抗力条項に依拠できる可能性が損なわれる
ことがある。かかる義務軽減の程度は契約によっ
て異なるうえ、「合理的」という点は客観的に検
討する必要がある。さらに、通常、不履行当事者
は、ある定められた期間の間に、履行が不可能で
あることを相手方に通知をしなくてはならない。
その定められた期間とは、契約の規定に基づくも
のであり、可能な限り速やかな期間、合理的な期
間内、あるいは契約において具体的に合意する期
間内、などに設定することができる。また、当該
通知に関しては、内容、交付方法、より多くの情
報及び証拠を提供する継続的な義務の有無等、付
随する諸条件があり、それらの条件を満たすよう
留意しなくてはならない。不履行当事者がこれら
の義務を果たさない場合は、その結果として不履
行当事者が不可抗力条項を行使することができな
くなることがある。

（4）不可抗力事由の立証及び不可抗力条項行使
の効果

不可抗力事由が明らかにされると、その法的効果
として、当該不可抗力事由の影響が継続している期
間は両当事者に対して契約上の義務を負う責任が免
除されたり、または、当該不可抗力事由が終了する
まで契約の履行期間を延長されること等、契約書中
の特定の義務の免除又は義務の軽減をする権利を確
保できることとなる場合が多い。英国法に基づくほ
とんどの不可抗力条項は、不可抗力事由が一定期間
継続する場合、又は契約の履行が当該不可抗力事由
により根本的な影響を受ける場合、その契約を終了
する権利も付与する。契約書がどのように起草され
ているかに応じて、不可抗力条項に全面的に依拠す
ることに成功した場合、以下のすべて又は一部が法
的効果として生じる可能性がある。
 ・ 不可抗力事由が終了するまでの間は不履行に対

する責任の免除
 ・ 不可抗力が継続している間は契約上の期限の延

長すること（例えば、取引の完了等）
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 ・ 不可抗力事由が継続する場合は契約解除権利が
付与されること

 ・ 両当事者間で誠実な交渉を行う権利が付与
また、一般的に、不可抗力による遅延から生じ

る自己の費用は、各当事者が各々負担することに
なる。けれども、一定の期間の後に補償金を支払
わなければならない場合や、一方の当事者から他
方の当事者に対して一定の費用を支払わなければ
ならない場合に関しては、例外もありうる。

Ⅲ．後発的履行不能（フラストレーション）

（1）概要
契約書中に不可抗力条項がない場合において、

当事者は英国法コモンローの後発的履行不能
（Frustration）という法理を用いることができる
可能性もある。フラストレーションは、契約が合
意された後に発生する事象にのみ適用することが
でき、一般的には、ある事象が発生したことで、
契約の履行が、（a）違法、（b）不可能、または（c）
当事者が当初想定していたものとは根本的に異な
るものになった場合にのみ、適用される。これら
は非常に高い基準であり、裁判所は、フラストレー
ション法理が行使され得る状況・範囲は狭い2）と
している。

（2）Law Reform (Frustrated Contracts) Act
フラストレーション法理適用による法的効果

は、Law Reform (Frustrated Contracts) Act 
1943に規定されており、同法は、英国法に基づ
く契約が解除される前に当該契約に基づいて行わ
れた支払い、提供されたサービス及び発生した費
用に対処する原則を列挙している。それぞれの案
件の事実及び状況の分析が要求されるが、一般的
には、（i）契約解除前に支払いを行った支払人は、
当該支払いを回収することができ、将来の支払い
を行う必要がない、（ii）契約の履行に要した費
用は留保することができる、（iii）契約解除前に
サービスが履行された場合、裁判所は、サービス

を受けた価値に相当する額を、契約内容の履行を
受ける側の当事者に支払わせる裁量権を有する。
当該法令は、保険契約、一定の動産売買契約及び
傭船契約には適用されない。

Ⅳ．その他の関連条項

契約の中には、不履行当事者が依拠することの
できるものとして、上記以外の関連条項が含まれ
ることがある。その主要なものは、「重大な悪影
響による変化（material adverse change）」、「法の
変更（change of law）」、また「履行困難（hardship）」
の条項である。

（1）重大な悪影響による変化（Material Adverse 
Change）

ローン契約（LMAの書式文書を含む）には通常、
不可抗力条項は含まれない。しかし、レバレッジ
ド・ファイナンス取引のようないくつかの契約に
は、広範囲に及ぶMaterial Adverse Changeの規定
を含むものがある。ただし、当該種類の条項は、
履行を免除するものではなく、代わりに貸主が
ローンの未使用部分の貸付を拒否すること又は早
期返済を要求することを認めるものが一般的であ
る。M&A取 引 に お い て は、 通 常、Material 
Adverse Change条項は、買主が撤退することを許
可される条件である。よく見られるMaterial 
Adverse Change条項に基づいた場合、COVID-19
感染症のパンデミックは必ずしもMaterial Adverse 
Changeとはされない可能性がある。しかし、
COVID-19感染症のパンデミックが複数の波にわ
たって次々と発生し、政府が対策を講じてきた期
間を考えると、パンデミックによる財政状態への
影響はMaterial Adverse Changeとして捉えること
ができる可能性がある。

（2）法の変更（Change of Law）
一部の契約では、COVID-19に対応して政府や

公的機関が下した措置は、契約の具体的な条件に

2）J Lauritzen AS v Wijsmuller BV (The Super Servant Two) [1990] Lloyd’s Rep 1.
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よっては、いわゆる「法律の変更」 を構成する可
能性がある。法律変更の条項が発動された場合、
その結果はしばしば、当事者による再交渉、又は
契約を終了する権利に関するものとなる。当該
Change of Lawの条項は長期の物品売買契約にし
ばしば見られる。

（3）履行困難条項（Hardship）
不可抗力条項が存在しない契約については、そ

れに類似する条項として、履行困難条項が設けら
れていることがある。不可抗力条項と履行困難条
項の主な違いは、後者の方が前者より基準値をと
ても低く設定していることであり、例えば、特定
の事象の結果として、契約の履行そのものが不可
能ではないにしろ、合理的に予想されるよりも面
倒になるような状況において適用されることなど
である。履行困難条項を発動させることの法的効
果は、履行期間の延長、履行の終了、又は両当事
者による再交渉など、個別の契約で定められた条
件に依存する。

Ⅴ．まとめ

新型コロナウイルス感染症 （COVID-19） のパ
ンデミックは、世界の経済活動と金融市場の変動
に大きな混乱をもたらした。世界中で劇的な変化
が起こり、労働条件やライフスタイルの変化に適
応してゆくなかで、パンデミックは顧客の嗜好や
製品の需要にも影響を与えた。不可抗力条項は、
一般的に、両当事者のコントロールの及ばない不
測の事態が発生した場合に、両当事者間による契
約内容の再協議を強制することを意図して、契約
に含まれるものであると考えられる。COVID-19
感染症のパンデミックの結果として、不可抗力を
宣言したり同様の防御措置をとることは、長期的
な取引関係や他の利害関係者に影響を与えたり、
当事者の評判に影響を与えたりするなど、他の商
業的要因にも影響することである。そしてこれは、
両当事者が当該契約の条件の変更について合意で
きない場合には、適用される紛争解決策の条項に
基づく正式な紛争に、いとも簡単につながりかね
ない問題である。

57-60_海外紛争解決トレン�（16）_内藤・森脇先生.indd   6057-60_海外紛争解決トレン�（16）_内藤・森脇先生.indd   60 2021/04/26   10:312021/04/26   10:31



　68巻5号［2021.5］　　61

紛争解決条項のヒント

　本誌2021年2月号に掲載した「準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（5）」（以下「本契約交渉（5）」）
の補足と訂正です。
　まずは次の表をご覧ください。これは、2014年から2020年まで7年間の申立仲裁事件（106件）のうち、
契約書が英文で作成されていた事件（70件）の手続言語の内訳です。2段目で合意により指定されていた
準拠法毎に分けたうえで、3段目で仲裁の手続言語が定められていたか否かを分け、さらに4段目では、
手続言語の定めがある場合とない場合のそれぞれについて、仲裁において手続言語がどのように決まっ
たかを示しています。なお、商事仲裁規則11条1項によれば、手続言語の合意がない場合には、仲裁廷は、
仲裁合意を規定する契約書の言語、通訳及び翻訳の要否並びにその費用その他の関連する事情を考慮し
て決定するとされており、2018年までに申立てがあった仲裁に適用されていた旧規則では「その他の関
連する事情」という文言がありませんでした。いずれにしても、英文契約書であることは英語を仲裁の
手続言語とする方向に働く一要素とされています。

　データ数が限られているので、統計的に云々は適切ではない恐れがあり、また、すべてJCAAを指定す
る仲裁条項がある英文契約ですので偏りがあることは明らかですが、以下ではこのデータを参照しつつ
考えていきます。
　本契約交渉（5）では、「日本企業側の交渉のポジションがよほど上でないかぎり、契約書を英語で作
成しておきながら、仲裁条項に、『仲裁手続は日本語によって行なう』と明示的に規定することは極めて
難しいと思われます。」と記述しました。上記のデータの2段目を見ると、英文契約書を使っている70件中、
準拠法が日本法となっているものが61件と87%を占めているので、日本企業側の交渉ポジションが強いも
のが多いようです。これはすべてJCAA仲裁条項のある契約であることからある程度想像されるところか

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（6）

加
州
法

英
国
法

中
国
法

韓
国
法

イ
ン
ド
法

合
意
な
し

日
英

中
国
語

そ
の
他

英文契約（70件）（うち1件は日英文契約）

準拠法合意：日本法（61件）

手続言語が定められていない（45件） 定められている（21件）（うち準拠法合意：日本法16件）いない（4件）

  英語（13件）
（うち準拠法合意：日本法9件） 英語（3件）英語（30件） その他

（3件） 日本語（11件） 日本語（5件） 日英
（2件）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
法

（
２
件
）

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
法

第〇〇条　準拠法
この契約は日本法に準拠し、解釈されるものとする。

第〇〇条　紛争解決
この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相違は、一
般社団法人日本商事仲裁協会の商事仲裁規則に従って、仲裁により最終的に解決されるものとする。
仲裁地は東京（日本）とする。仲裁手続は日本語によって行なう。
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と思われます。
　さて、仲裁条項において手続言語まで定めているか否かという観点でこのデータの3段目を見ると、こ
れを定めているものは21件、30%です。そして、4段目をみると、この21件中、5件が日本語、2件が日本
語及び英語1）、13件が英語、1件が中国語です。つまり手続言語を日本語とする合意を獲得できたのは、
21件中7件33%で、これらはいずれも準拠法も日本法とする合意を獲得している契約です。これに対して、
英語、中国語を手続言語とすることを明記している14件のうち、準拠法を日本法とする合意のあるもの
が9件、外国法とするものが5件です。つまり、準拠法を日本法とする合意を獲得できなかった契約では、
手続言語はすべて外国語となっているということです。
　では、当事者が手続言語を定めていなかったらどうなっていたでしょうか。上記のデータによると、
仲裁条項に手続言語を定めていなかった49件の手続言語は、仲裁廷により、33件が英語、11件が日本語、
が1件日本語及び英語と決定され、その他が4件です。日本語とされたのは24％です（すべて準拠法は日
本法とされていたケースです）。
　本契約交渉（5）では、「英語とする旨明記することを避けるため、仲裁手続の言語を議題とすること
を回避し、単純な仲裁条項としておく方がいいのではないでしょうか。」と書きましたが、上記のデータ
によれば、手続言語の定めをしない場合には、33件、67％のケースで仲裁廷は手続言語を英語としてい
ますので（うち、30件では契約準拠法は日本法とされているにもかかわらずです）、手続言語を日本語と
することが有利であると判断する当事者としては、「仲裁手続の言語を議題とすることを回避」するのは
得策ではなく、あくまで日本語とする旨主張して粘り強い交渉をすべきだということになります。この点、
本契約交渉（5）において、手続言語の問題を回避しておけばかなりの程度の確率で手続開始後に手続言
語を日本語とする可能性があるかのような誤解を与える表現がありましたことにつき、ここにお詫びを
申し上げ、訂正いたします。
　なお、上記のデータによれば、準拠法が日本法で手続言語が定められていない45件中、12件、27％のケー
スでは仲裁廷は手続言語を日本語または日本語・英語と決定していますので、手続言語を日本語とする
ことが有利だと考えているけれども交渉上はそれが通らない可能性が高い場合には、交渉を回避するこ
とも考えられます。

1）二言語を手続言語とする旨規定する場合の注意点については、「紛争解決条項（仲裁手続の言語を規定する仲裁条
項）」本誌第66巻11号（2019）73頁を参照。
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されており、簡単に契約書を作成することができます。

そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ
「全12種類の英文契約書」（CD-ROM付）

No.1 委託販売契約書

No.2 委託加工契約書

No.3 購入基本契約書

No.4 販売基本契約書

No.5 OEM（委託者側）製品製造供給契約書【輸入用】

No.6 OEM（製造者側）製品製造供給契約書【輸出用】

No.7 総代理店契約書【輸入用】

No.8 総代理店契約書【輸出用】

No.9 合弁契約書

No.10 実施許諾契約書【許諾者用】

No.11 秘密保持契約書・共同開発契約書

No.12 技術ライセンス契約書【中国語版付】

B5判（送料別）　一般価格 2,200円（本体2,000円＋税）　　JCAA会員価格 1,650円（本体1,500円+税）
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物物品品のの一一時時輸輸出出入入免免税税ににはは  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪使用できる物品や用途≫ 
食料品や消耗品はご利用になれません 

 

 

展示会への出品物…自動車、アパレル用品、家具…            

ビジネスのための商品見本・・・ロボット、医療機器、精密機械、宝飾品…        

プロの職業用具・・・音楽家の楽器、撮影機材、スポーツ用具… 

*台湾向けには別途 SCC カルネがご利用いただけます* 

 

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

Passport for goods 

ATA 
 

2021 年６月 1 日からカルネ申請の受付がオンラインのみになります 

   

      

 

 

ATA カルネは物品のパスポート 
 

海外での見本市、展示会、演奏会などの持ち込みが“一時的な物品“は、ATA カルネを利用すれば、 

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

現在、世界７８ヵ国でご利用いただけます。 

これまでに約 26,000 社のご登録をいただきました。 

 

 

 当協会窓口に出向くことや待ち時間なし 

 自宅やオフィスから申請 

（当協会の営業時間外でも送信可） 

 書類印刷や押印が不要 

 送信後の申請状況をウェブで確認 

（完了通知をメールで受信可） 

 

オンライン申請のご利用には事前の登録手続きが必要です 

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

 更に 6 月からは４８時間後に短縮発給！ 

 

*申請完了の営業 48 時間後 
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