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Ⅰ．はじめに

米国連邦最高裁判所は、昨年6月、仲裁合意の
非署名者が禁反言の原則（equitable estoppel）に
基づき第三者間の仲裁合意に依拠することがNY
条約に抵触しないと判断した（GE Energy Power 
Conversion France SAS v. Outokumpu Stainless 
USA, LLC, 590 U.S.   （2020））。本判決は、仲
裁合意の非署名者に対する効力に関する問題を検
討する上で示唆するところが多い。本稿では、同
判決を素材としながらも、判例評釈の枠組みを超
えて、仲裁合意の非署名者に対する効力に関して
問題となり得る論点を検討し、日本法の下でのこ
の問題の処理に関する示唆を探ることとしたい。

Ⅱ．�GE事件最高裁判決の事案及び判旨の
概要

本判決の事案及び判旨の概要は以下のとおりで
ある1）。A社は、B社との間で、A社のアラバマ州
の製鉄プラントの設備の建設に関し、ドイツの
デュッセルドルフを仲裁地とするICC仲裁を規定
する仲裁合意を含む3つの元請契約（準拠法はド
イツ法）を締結した。B社は、Y社との間で、同設
備の建設に関する下請契約を締結し、他方でX社

は、当該プラントの所有権を、A社から譲り受けた。
その後、Y社の納入した設備が不具合を起こした
ことからX社が損害を被ったと主張して、X社及び
その保険会社が、Y社に対し、米国のアラバマ州
裁判所で訴訟を提起し、その後、事件は連邦裁判
所に移管された。一審裁判所は、元請契約におい
て、下請会社が「売主」及び「当事者」の定義に
含められていたことからY社は仲裁合意の当事者
に当たるとして、仲裁合意の存在を理由に訴えを
却下し仲裁を強制すべきと判断した。控訴審は、
これと異なり、NY条約は、仲裁を強制するために
は仲裁合意に当事者が実際に署名することを要求
しているので、仲裁合意の非署名者であるY社は、
X社に仲裁合意を強制するために州法上の衡平法
上の禁反言の原則に依拠できないとして一審判決
を覆した。

最高裁は、条約はまず文言解釈によるべきとの
米国の判例に依拠し、NY条約は、非署名者が、
禁反言の原則のような国内法の原則に基づき仲裁
合意を強制できるかについて述べておらず、その
文言が、国内法上の禁反言の原則を適用すること
を禁止しているとは読めないことから、このよう
な条約上の沈黙がここでは結論を決めるとした。
そしてNY条約Ⅱ（1）（2）は、仲裁合意を承認
するための要件であり、承認された仲裁合意に誰

仲裁合意の非署名者に対する効力：
GE事件に関する米国連邦最高裁判所判決を素材として
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が拘束されるかに関するものではなく、また、Ⅱ
（3）は国内法の適用を禁ずるものではないとし
た。その上で、Y社が、仲裁合意をX社に対し衡
平法上の禁反言の原則又はその他の法理に基づき
強制できるかは、原審で判断されていないので差
戻審で判断されるべきであるとした。

Ⅲ．�仲裁合意の非署名者に対する仲裁合
意の効力に関する考え方

仲裁が仲裁の当事者の同意に基づくものである
ことは、米国を含め世界的に承認された原則であ
る。したがって、仲裁合意が仲裁合意の当事者（通
常は仲裁合意の署名者）に効力が及ぶことは当然
の帰結である。これに対し、仲裁合意の効力を及
ぼそうとする対象が仲裁合意の非署名者である場
合（非署名者が仲裁合意を援用する側である場合
と、非署名者が署名者から仲裁合意を援用される
側である場合の双方がある）に、このような非署
名者に仲裁合意の効力が及ぶかという問題を考え
るに当たっては、仲裁で紛争を解決しようとする
仲裁の当事者の意思以外にも、関連紛争を同じ手
続で解決するという紛争解決に関する効率性及び
仲裁の当事者間の公平等の要素を考慮することが
必要となる。他方で、仲裁合意の非署名者に仲裁
合意の効力を及ぼそうとすることは、仲裁が仲裁
の当事者の同意に基づくものであるという仲裁の
本質との緊張関係を孕む。

UNCITRALモデル法は、仲裁合意の定義に関
する7条1項において「当

・

事
・

者
・

間
・

で
・

既に生じたか
又は生じうべき、すべての又はある種の紛争を仲
裁に付託する旨の当

・

事
・

者
・

の
・

合意」と定義しており、

仲裁合意は仲裁に付託する「当事者」が行うこと
を前提としている2）。これに対し、日本の仲裁法
2条１項の仲裁合意の定義規定には「当事者」へ
の言及はない。NY条約II（1）についても「各締
約国は、･･･当

・

事
・

者
・

の
・

間
・

に
・

すでに生じているか、
又は生ずることのある紛争の全部又は一部を仲裁
に付託することを当

・

事
・

者
・

が
・

約した書面による合意
を承認する」と規定していることから、仲裁合意
は仲裁に付託する「当事者」が行うことを前提と
している3）。上記のUNCITRALモデル法やNY条
約の規定振りからすれば、それが仲裁合意の署名
者であれ非署名者であれ、仲裁合意の当事者に当
たると解される場合に、仲裁合意の効力が及ぶこ
とになると解される4）。

日本では、仲裁合意の効力の主観的範囲につい
て、「一般的には民事訴訟法の主観的範囲の問題
と同じように考えられるのではないか」との議論
がされてきたとの指摘がある5）。これに対し、例
えば米国の判例では、非署名者に仲裁合意の効力
が及ぶ根拠として、他文書の引用による仲裁条項
の合体（incorporation by reference）、仲裁合意
の引受（assumption）、代理（agency）、法人格否
認（veil-piercing/alter ego）、禁反言（estoppel）
という法理が挙げられる6）。また、放棄（waiver）、
第三受益者（third party beneficiary）の法理も挙
げられる。これらに加え、フランスを中心にグルー
プ会社の法理（doctrine of group companies）と
いう法理も認められている7）。三木浩一は、仲裁
合意の効力の主観的範囲の問題につき、「もう少
し、契約法理の面から考えることが増えてきてもよ
いのではないでしょうか。」と指摘しているが8）、
その趣旨は、日本法の下でも、この論点を民事手

2）Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Vol. I (“Born I”), 1519 (3d ed. 2021).
3）Id. at 1518.
4）Id. at 1526-1527.
5）三木浩一＝山本和彦編『新仲裁法の理論と実務』74頁〔近藤昌昭発言〕(2006年)。
6）Thomson-CSF, S.A. v. Am. Arb. Ass’n, 64 F.3d. 773, 777-780 (2d Cir. 1995).
7）これらの一連の法理については、中村達也『仲裁法の論点』141-172頁(2017年)。グループ会社の法理は、仲裁合
意の非署名者が署名者と同じグループの一員であり、当該非署名者が仲裁合意を含む契約の締結、履行又は解消に当
たって一定の役割を果たしているような場合に、仲裁合意の非署名者に対する仲裁合意の効力を認めるものである。
フランス以外では、この理論はほとんど受け入れられていないが、インドではこれが認められている。
8）三木＝山本・前掲注5）74頁〔三木浩一発言〕。
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続の議論ではなく、米国等で議論されている、上
記のような実体法的な根拠に基づき議論すべきと
の趣旨であると思われる。

Bornは、非署名者に仲裁合意の効力が及ぶ場
合を、当事者の同意による場合と、例外的に法の
適用による場合とに分けて考え、後者の例として、
法人格否認、禁反言の原則、表見代理等による場
合を挙げる9）。中村達也も、日本法の下で仲裁合
意の効力が第三者に及ぶ場合のうち、禁反言の法
理及び法人格の否認の法理による場合は、当事者
の意思に基づくものではないと整理している10）。
禁反言の原則が適用され、仲裁合意の非署名者に
仲裁合意の効力が及ぶ場合は、非署名者の同意な
いしみなし同意があると考える立場もある11）。し
かし、禁反言の原則が適用される場合に、仲裁合
意の非当事者に紛争を仲裁で解決する意思がある
と見ることは擬制にすぎず、結論を正当化するた
めの後付けの論理にしか見えない。むしろこの場
合は、端的に法の適用の結果によると考えるべき
である12）。

以上に述べた法の適用による例外的な場合を除
き、仲裁合意の非署名者に仲裁合意の効力が及ぶ
かという問題は、仲裁で紛争を解決することに関
する当事者の意思解釈の問題に帰着するとの見解
が多い13）。結論的には、問題となっている事案に
おける仲裁合意の非署名者と署名者との関係や、
仲裁合意を含む基本契約の内容、仲裁合意の非署
名者と問題となっている事案における主たる契約
及び紛争との関係を踏まえ、いかなる場合に署名
者と非署名者との間での仲裁合意が認定できるか

を、事案ごとに考えるべきである。これに対し、
仲裁合意に署名した側の当事者については、その
署名した際にどの範囲の相手方との紛争について
仲裁で解決する意思があったかを探求することが
できるとしても、仲裁合意の非署名者の側につい
ては、そのような意思を探求することは不可能で
はないかとの疑問もあるが、これも事案によると
いうことになるであろう。仲裁合意の非署名者と
の関係では仲裁合意をする意思解釈をすることが
できないとの立場に立てば、禁反言の原則及び法
人格の否認の法理等の場合以外も、仲裁合意の効
力が非署名者に及ぶかの問題は、全て法の適用に
より判断されるべきと整理されることになる。

仲裁合意の非署名者に仲裁合意の効力が及ぶか
の判断を、法の適用による場合を除き、当事者の
意思解釈によるとの立場に立つ場合、仲裁合意は
主たる契約と分離可能性があることから、当事者
の意思が仲裁という紛争解決方法に向けられたも
のか、主たる契約の規定する権利義務内容に向け
られたものかを区別する必要がある。例えば、A
社とB社がそれぞれの子会社間で仲裁条項を含む
契約を締結し、当該契約に関する紛争が生じたた
めA社がB社を訴えようとするときに、A社及びB
社に仲裁合意の効力が及ぶかが争われた事例にお
いて、米国の裁判所は親会社には子会社間の仲裁
合意の効力は及ばないと判断した14）。Townsend
は、この判断は、仲裁合意の非署名者に対して仲
裁合意の効力を及ぼすことに慎重な米国裁判所の
態度を示していると批判的に述べる15）。誰が当事
者として仲裁合意に拘束されるべきかを慎重に考

9）Born I, supra note 2, at 1526 (note 47), 1601, 1604.
10）中村・前掲注7）167頁。
11）William W. Park, Non-Signatories and International Arbitration, in Lawrence W. Newman & Richard D. Hill, 
eds., The Leading Arbitrators’ Guide to International Arbitration (3d ed., 2014), at 707, 724-725.Brekoulakisは、禁
反言の原則が適用される場合を、衡平法上の場合（equitable version）と、紛争と主たる契約が絡み合っており、か
つ非署名者と署名者が関連を持つ場合（intertwined version）とに分け、前者の場合は同意に基づくが、後者の場合
は同意の重要性が消滅していると述べる。Stavros L. Brekoulakis, Third Parties in International Commercial 
Arbitration 142-143 (2010).
12）中村・前掲注7）155頁。
13）中村・前掲注7）167頁。
14）InterGen N.V. v. Grina, 344 F.3d 134 (1st Cir. 2003).
15）John M. Townsend, Non-signatories in International Arbitration: An American Perspective, in Albert Jan Van 
den Berg, ed., International Arbitration 2006: Back to Basics? 359, 363 (2007).
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慮した上で仲裁合意を締結したような場合にま
で、安易に非署名者に対する仲裁合意の効力を認
めるべきではないとの考え方によれば、このよう
な結論は支持され得る16）。しかし、Bornは、こ
のような結論は、費用と時間のかかる訴訟を、特
定の当事者の属する国の裁判所で行うことを避け
るという仲裁合意の目的を損なうことになると批
判し、仲裁合意を含む主たる契約の当事者が誰か
という問題から切り離し、仲裁で解決するという
合意があったと認定することが不可能ではなかっ
たように述べる17）。非署名者に対する仲裁合意の
効力を仲裁合意の意思解釈の問題であると考える
場合、仲裁で紛争を解決する当事者の意思の有無
の判断は、仲裁合意を含む主たる契約の当事者が
誰かという点のみで形式的に捉えるべきではな
く、事案ごとに具体的かつ実質的に判断する必要
がある。

非署名者との間の仲裁合意の存在をどの程度厳
格に認定すべきかとの問題もある。非署名者の立
場からすれば、仲裁に同意していない以上、同意
を本質とする仲裁の性質からすると、署名者間の
仲裁合意の存在を所与のものとして、非署名者に
対する仲裁合意の効力の拡大を安易に認めること
は不合理であることになる。Bornは、この問題は、
基本的には、非署名者との間で仲裁合意が形成さ
れたかどうかではなく、署名者間で仲裁合意が存
在することを前提にその効力の範囲として考える
べきであると述べる18）。Bornは、その理由として、
署名者間で仲裁合意が存在する場合には、同一の
契約に関連する紛争を同じ場所と手続で解決する
という効率性・公平性という強い利益が存在する

こと等を挙げる19）。これも署名者と非署名者の間
の仲裁合意の存否を事案ごとに考えざるを得ず、
一律に考えることは困難であろう。

Ⅳ．�禁反言の原則の適用：仲裁合意の非
署名者が主張する場合

GE事件では、仲裁合意を含む主たる契約の署
名者が、非署名者に対し、当該主たる契約上の注
意義務違反を根拠に責任追及の訴えを提起してい
ながら、同じ主たる契約に含まれる仲裁合意の関
係では、署名者は、非署名者が、主たる契約に含
まれる仲裁合意を援用できないと主張していた。
そこで、仲裁合意の非署名者は、当該主たる契約
に含まれる仲裁合意を非署名者が援用できないと
の署名者の主張は、禁反言の原則に照らし許され
ないと主張していた20）。

仲裁合意の非署名者が署名者に対して申立人とし
て仲裁合意を強制する方が、仲裁合意の署名者が申
立人として非署名者に対して仲裁合意を強制する場
合と比べると、仲裁合意の効力はより容易に非署名
者に及ぼすことができるとの見解もある21）。しか
し、仲裁合意の署名者も、特定の相手方との関係
でのみ紛争の解決を仲裁に委ねた以上、非署名者
が仲裁合意を援用したからといって、当該非署名
者との関係で署名者に仲裁合意の効力を認めるこ
とはできない22）。仲裁合意の非署名者が署名者に
仲裁合意を強制できるかは、禁反言の原則の適用
範囲の問題という形で、事案ごとに事実及び準拠
法上の要件に照らし結論が出されることになる。

禁反言の原則の適用は大陸法系の国では認めら

16）例えば、Dallah事件において、英国の最高裁判所は、仲裁合意の署名者であるDallahは、契約の相手方は国有会
社のみであり、パキスタン政府ではないことを熟知した上で契約を締結したのであり、それによって生じるリスクは
Dallahが負うべきであると判断し、パキスタン政府に対する仲裁合意の効力を否定した（Dallah v. Government of 
Pakistan [2010] UKSC 46）。
17）Born I, supra note 2, at 1601-1602.
18）Id. at 1530.
19）Id.
20）Transcript of Oral Argument at 14-15, GE Energy Power Conversion France SAS v. Outokumpu Stainless 
USA, LLC, 590 U.S.   (2020).
21）W. Laurence Craig, et al., International Chamber of Commerce Arbitration 177 (3d ed. 2000).
22）Born I, supra note 2, at 1529.
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れる例は少ないとも言われるが23）、日本法上は民
法上の信義則の一態様として認められる余地があ
り、その他の大陸法系の国でも信義則、権利濫用
の禁止、non-venire contra factum proprium（矛
盾挙動の禁止）等の別の形で認められ得る24）。実
際、大陸法系に属するフランスでは、仲裁手続で
仲裁合意に依拠した当事者が仲裁判断の取消手続
の中で仲裁合意の不存在を主張したことについ
て、禁反言の原則を適用した例がある25）。また、
スイス及びオーストリアの裁判所でも、仲裁合意
の存否に関する争いに関して禁反言の原則に触発
された理由付けで仲裁合意の方式の要件の欠缺の
主張を許さなかった例がある26）。エジプト法でも、
禁反言の原則はイスラムのシャリアの基本的な教
義からの派生原則として認められる余地がある27）。

Ⅴ．�禁反言の原則の適用：仲裁合意の署
名者が主張する場合

GE事件とは異なり、例えば、仲裁合意を含む
主たる契約にAとBが署名しているが、非署名者
であるBの子会社であるCに対し、Aが仲裁合意
の効力を主張する場合のように、仲裁合意の署名
者が禁反言の原則に基づき非署名者に対し仲裁合
意の効力を主張する場合がある。禁反言の原則を
このように用いることには慎重であるべきとの見
解もあるが28）、禁反言の原則の適用要件を満たす
限りその適用を否定する理由はなく、例えば、他
当事者間の主たる契約について直接的な恩恵を受
けていた非署名者について、仲裁合意の効力を認

めた例がある29）。

Ⅵ．�非署名者への仲裁合意の効力の問題
に適用される準拠法

GE事件最高裁判決は、当該事案においては複
数の国が関連しているにもかかわらず、米国の国
内法上の禁反言の原則が適用されることを前提に
議論を進めているように読めるが、本来は、まず
いずれの国の法が適用されるかが問題となるはず
である。また、米国法では、非署名者に対する仲
裁合意の効力に関しては、連邦法上のコモンロー
によるべきであるという立場と州法によるべきで
あるという立場が分かれていたが、GE事件最高
裁判決は、この問題について州法の伝統的な原理
が適用されると述べており、またSotomayor裁判
官の補足意見は、国内法のこのような原理が州毎
に異なることを述べていることから、州法を適用
することを前提としていると解される30）。

国際仲裁において、非署名者に対する仲裁合意
の効力の問題に関し、準拠法の決定をどのように
行うかという問題について、Bornは、前記Ⅲ．の、
第三者に仲裁合意の効力が及ぶ根拠が当事者の同
意による場合とそれ以外の場合に分けて考えるべ
きであるとし、前者の場合には、仲裁合意の準拠
法を適用すべきであるのに対し、後者の場合には、
特定の国の法概念によるのではなく、禁反言の原
則等に関する国際的な概念によるべきであるとす
る31）。この考え方によれば、禁反言の原則による
場合を含む後者の場合に、準拠法選択という困難

23）Bernard Hanotiau, Complex Arbitrations: Multi-Party, Multi-Contract and Multi-Issue: A Comparative Study 47 
(2nd ed. 2020).
24）Born I, supra note 2, at 1585-1586.
25）Hanotiau, supra note 23, at 58.
26）Id. at 58; Born I, supra note 2, at 1590.
27）Mohamed S. Abdel Wahab, Extension of Arbitration Agreements to Third Parties 2.0: Deconstruction, Evolution 
and Reconsideration, in Franco Ferrari & Stefan Kröll, eds, Conflict of Laws in International Commercial 
Arbitration 17, 52-53 (2019).
28）Thomson-CSF, S.A., 64 F.3d, at 779.
29）Amkor Tech, Inc. v. Alcatel Bus. Sys., 278 F. Supp. 2d 519 (E.D.Pa. 2003); Hanotiau, supra note 23, at 54-55.
30）米国の国内仲裁に関するArthur Andersen LLP v. Carlisle, 556 U.S. 624 (2009)も ｢州の契約法における背景と
なる原理｣ や ｢州法における伝統的な原理｣ が適用されると述べていることから、同様の立場に立つものと解される。
31）Born I, supra note 2, at 1613-1615.
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な問題を棚上げすることはできるが、その一方で
国際的な概念の内容の確定において相応の困難を
伴うことになる。Bermannは、この問題に関し、
米国の裁判所は法廷地法を適用する傾向にあるが

（GE事件最高裁判決もこの立場に立つものと思わ
れる）、契約準拠法、当事者及び事件が最も密接
な関係がある州の法、連邦コモンローの適用の可
能性があると指摘している32）。

日本で禁反言の原則により第三者に仲裁合意の
効力が及ぶかが問題となった場合、仲裁合意の当
事者の代表者が仲裁合意に拘束されるかが争われ
たリングリングサーカス事件最高裁判決33）に従
い仲裁合意の準拠法によって判断されるべきかが
問題となるが、米国での議論を参考にすれば、必
ずしも仲裁合意の準拠法が適用されるとの結論に
なるとは限らず、最も密接な関係がある地の法が
追及され、契約の準拠法と異なる準拠法が適用さ
れる余地もある。

Ⅶ．方式の問題

仲裁合意の非署名者に仲裁合意の効力を及ぼす
として、この場合に仲裁合意の有効性の条件とし
ての書面性等の方式の要件をどのように充足する
かという問題がある。仲裁合意の署名者間では方
式の要件を充足していたとしても、仲裁合意の効
力が及ぶことになる非署名者について必要な書面
性等の方式の要件を充足していなければ、仲裁合
意は非署名者との関係で有効とはいえず、また、
NY条約に基づく承認・執行も認められないので
はないかとも考えられる。この点についてGE事
件最高裁判決は、NY条約Ⅱ（1）（2）は、仲裁
合意を承認するための要件であり、承認された仲
裁合意に誰が拘束されるかに関するものではな

く、また、Ⅱ（3）は国内法の適用を禁ずるもの
ではないとして、仲裁合意の非署名者に仲裁合意
の効力が及ぶかの問題は、NY条約の規定する方
式の要件とは別問題としている。

各国の仲裁法の多くは、仲裁合意は書面でされ
ることを要求しているが、署名までは必要として
おらず34）、日本の仲裁法13条2項も同様である。
NY条約Ⅱ（2）も「･･･を含むものとする」と規
定しており、署名まで必要としていないように読
める。UNCITRALモデル法の2006年改正時の
NY条約Ⅱ（2）の解釈に関する勧告でも、NY条
約Ⅱ（2）の適用に当たっては、これらの規定に
記載されている状況は網羅的なものではないもの
と認識されるべきことを述べており、GE事件最
高裁判決も、この勧告を上記の結論を導く上での
根拠の1つとして引用している。現在進められて
いる日本の仲裁法の改正に関する議論でも、
UNCITRALモデル法の2006年改正時に規定され
た7条のオプションⅠ、すなわち仲裁合意の書面
性の要件を維持しつつ、その要件の充足を緩やか
に認める方向で議論が進められている35）。

仲裁合意の効力の非署名者への拡張の場面にお
いても、仲裁合意の方式の要件の充足を必要とす
る立場と、不要とする立場がある。仲裁合意の方
式は元々の仲裁合意の署名者間（GE事件で言え
ばA社とB社間）で充足されていれば足り、第三
者に仲裁合意の効力の拡張が問題となる場面での
当事者（GE事件で言えばX社とY社）の間では、
仲裁合意の方式の充足は不要とする見解が多数の
ようである36）。国際商取引において仲裁が好まし
い紛争解決手段であることからすると、当事者に
方式の要件を通じた保護を与えるべきとの議論の
正当性には疑問があるとの理由で、このような結
論を支持する見解がある37）。仲裁合意の方式は緩

32）George A. Bermann, International Commercial Arbitration 48 (2020).
33）最判平成9年9月4日民集51巻8号3657頁。
34）Emmanuel Gaillard & Domenico Di Pietro, eds., Enforcement of Arbitration Agreements and International 
Arbitral Awards - The New York Convention in Practice 454-455 (2008).
35）法制審議会仲裁法制部会第2回（令和2年11月20日）会議議事録32～33頁〔吉川慶〕。
36）Born I, supra note 2, at 1606.
37）Nathalie Voser, Multi-party Disputes and Joinder of Third Parties, in Albert Jan Van den Berg, ed., 50 Years of 
the New York Convention (2009), at 343, 381.
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やかにする方向で世界の仲裁法制は動いており、
日本も例外ではないことから、仲裁合意の方式の
充足の有無を問題として仲裁合意が第三者に効力
が及ぶことを謙抑的に考えるべき理由は乏しく、
日本法の下でも同様に解されるべきである。

Ⅷ．承認・執行の拒絶との関係

仲裁合意の非署名者が仲裁判断の承認・執行を
拒絶しようとする場合、NY条約V（1）（a）とV（1）

（c）のいずれの事由によるべきかという問題があ
る。一般に、当事者間に有効な仲裁合意がない場
合がV（1）（a）、有効な仲裁合意がありその範囲に
問題がある場合がV（1）（c）と考えられている38）。
しかし、ここで議論している非署名者に仲裁合意
の効力が及ぶかという問題との関係では両条項の
適用範囲は曖昧であり、仲裁合意の非署名者との

間で有効な仲裁合意が存在していないと主張され
ていると考えればV（1）（a）の問題となり、有
効な仲裁合意が署名者間で存在しており、その仲
裁合意の範囲外の事項を仲裁廷が非署名者との関
係で判断したかが争われている場面と考えればV

（1）（c）の問題となる。実際にも双方の規定を適
用した事例がある39）。

Ⅸ．まとめ

本稿が取り上げた問題は非常に困難な問題であ
りながら、日本では議論が深まっているとは言え
ず、判断枠組みも明確ではないが、この問題は、
仲裁を提起する際の相手方の選択の際に頻繁に生
じるものであり、今後の議論の整理と深化が望ま
れ、日本法の下における禁反言の適用要件もさら
に検討される必要がある40）。

38）Gary B. Born, International Commercial Arbitration, Vol. III 3881-3882 (3d ed. 2021).
39）Bermann, supra note 32, at 250-251; 1958 New York Convention Guide, https://newyorkconvention1958.org/
index.php?lvl=cmspage&pageid=10&menu=623&opac_view=-1, at note 828, 829.
40）中村・前掲注7）165-166頁。
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Ⅰ．IBA国際仲裁証拠調べ規則改正の経緯

国際法曹協会（International Bar Association：
IBA）が1999年に公表し、その後2010年に1度目
の改正が行われたIBA国際仲裁証拠調べ規則

（IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration：以下、「IBA証拠規則」
といい、2010年改正版を「2010年規則」という）
は、国際仲裁実務において広く採用・参照されて
きた。

IBAは、2010年改正から10年となる2020年に、
2度目の規則の改正を行うことを目指し、2019年
にIBA仲裁ガイドライン及び規則小委員会内にタ
スクフォースを立ち上げ、2020年12月17日に改
正版のIBA証拠規則（以下、「2020年規則」）を採
用し、2021年2月15日にこれを公表した1）。2020
年12月17日以降に締結された仲裁合意に基づく仲
裁手続に対してIBA証拠規則が適用される場合、
原則として2020年規則が適用される（なお、仲裁
合意の締結が2020年12月17日以前の場合でも、当
事者の合意があれば2020年規則が適用されうる）。

2010年規則は、その当時において確立され、ま
たは相当程度受容されていたプラクティスを明文
化したものであり、国際仲裁の証拠調べにおいて
幅広く受け容れられてきた。それを踏まえ、2020
年規則は2010年規則を抜本的に変更するのではな

く、基本的には2010年規則の内容を維持しつつ、
証拠調べに関わるテクノロジーの進歩やCOVID-19
感染症の影響等の近時の動きも踏まえ、規則をさ
らに合理化・最適化することを目的としている。

2020年規則における改正内容は多岐に亘るが、
主なものは以下のとおりである。
①リモートヒアリングの採用に関する規定の新設
（第8条）

②サイバーセキュリティ及びデータ保護の取扱い
に関する協議の促進（第2条）

③仲裁廷が違法収集証拠を排除する権限を有する
ことの明記（第9条）

④文書提出要求の対象文書に関する翻訳要否を含
む手続上の規定の整備（第3条）
以下、2020年規則の改正内容について概説する。

Ⅱ．2020年規則の主な改正内容

1. 適用範囲（第1条）
IBA証拠規則の適用範囲（第1条）については、

2010年規則から大きな変更はない。
第1.2条において、同規則は「全部又は一部」（“in 

whole or in part”）の採用が可能であると明記さ
れたが、これは2010年規則の前文にも記載され
ており2）、前文と平仄を合わせたものに過ぎない。
また、2010年規則第1.3条において、IBA証拠規

IBA国際仲裁証拠調べ規則2020年改正の公表

辰野嘉則 Yoshinori Tatsuno

森・濱田松本法律事務所　パートナー弁護士

1）<https://www.ibanet.org/Publications/publications_IBA_guides_and_free_materials.aspx>
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則が仲裁手続を規律する他の規則・ルール（IBA
証拠規則にいう「一般規則」3））と抵触する場合、
仲裁廷は双方の目的を達するため最適と考える方
法によりIBA証拠規則を適用するとされていた
が、2020年規則では、双方の目的を達すること
ができない場合もあることに鑑み4）、その点に「可
能な限り」（“to the extent possible”）の文言が付
加された。

2. 証拠に関する争点についての協議（第2条）
2010年規則第2条では、仲裁廷が証拠に関する

争点についてできる限り早期かつ適切な時期に当
事者と協議し又は当事者同士の協議を促すことと
されていた。

2020年規則では、そこで例示される「証拠に関
する争点の協議」の対象に、「サイバーセキュリ
ティ及びデータ保護に関する争点の取扱い」（第
2.2条（e））が追加された。これは、近時仲裁に
関連する様々なテクノロジーの利用が拡大し5）、
特に直近のCOVID-19感染症の影響でリモートヒ
アリングの利用が急速に拡大するなどした結果、
仲裁手続におけるサイバーセキュリティの重要性
がさらに高まったことに対応するものと言える。
また、データ保護に関しては、個人データ保護の

意識の高まりや、2018年5月25日に施行されたEU
一般データ保護規則（General Data Protection 
Regulation：GDPR）をはじめとする各法域での
法令整備の進捗に伴い、その対応について早期か
ら協議しておく必要性が高まったことも上記改正
の背景にあると言えよう。

3. 文書（第3条）
（a）文書提出要求の対象文書に関する翻訳の要否

2010年規則では、文書の提出又は提供の形式に
関して、「文書の翻訳は、原本とともに提出され
なければならず、かつ、もとの言語を特定したう
え、翻訳であることが示されなければならない」6）

とされていた。
しかし、この規定は、①そもそも翻訳は提出され

なければならないのか否か、②その対象は証拠とし
て仲裁廷に提出される文書のみか、それとも文書提
出要求に対して相手方に提供する全文書の翻訳が必
要なのか、という点について、必ずしも明確ではな
かった。なお、2010年改正のCommentaryの中に、 

「もし文書の翻訳を提出しなければならないとき
は」との表現があり7）、少なくとも文書提出要求
に対して提供される全文書に翻訳が必要というこ
とではないと解されていた。

2）2010年規則・前文第2項: (“Parties and Arbitral Tribunals may adopt the IBA Rules of Evidence, in whole or in 
part, to govern arbitration proceedings, or they may vary them or use them as guidelines in developing their own 
procedures”)。
3）2010年規則及び2020年規則・定義：「『一般規則』とは、当該仲裁手続に対し適用される仲裁機関規則、アドホッ
ク規則又はその他の規則をいう」。
4）1999 IBA Working Party & 2010 IBA Rules of Evidence Review Subcommittee & 2020 IBA Rules of Evidence 
Review Task Force, “Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration” (Jan. 2021), “Art. 1 – Scope of Application”, available at < https://www.ibanet.org/
Document/Default.aspx?DocumentUid=4F797338-693E-47C7-A92A-1509790ECC9D>.
5）See IBA “Technology Resources for Arbitration Practitioners”, available at <https://www.ibanet.org/technology-
resources-for-arbitration-practitioners.aspx>.
6）2010年規則第3.12条(d): (“With respect to the form of submission or production of Documents: […] (d) translations 
of Documents shall be submitted together with the originals and marked as translations with the original language 
identified.”)。
7）1999 IBA Working Party & 2010 IBA Rules of Evidence Review Subcommittee, “Commentary on the revised text 
of the 2010 IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration”, “Art. 3 – Production of Documents, 
General Issues Regarding Documents, Translations”: (“Article 3.12(d) requires that if translations of documents are 
to be submitted, they are to be submitted together with the originals, marked as translations and identify the original 
language.”), available at <https://www.ibanet.org/Document/Default.aspx?DocumentUid=DD240932-0E08-40D4-
9866-309A635487C0>.
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2020年規則は、この不明瞭さを解決し、「文書
提出要求に対して提供される文書は翻訳の必要は
ない」8）こと、他方で、「仲裁言語と異なる言語
の文書で仲裁廷に提出されるものは、翻訳である
旨を示した翻訳とともに提出されなければならな
い」9）ことが明記された。これにより、文書提出
要求に対する相手方への文書の提供の際には翻訳
は不要であり、当該文書を受領した相手方が、仮
にその文書を証拠として提出するならば自ら翻訳
する必要があることが明確となった（なお、当事
者や仲裁廷がこれと異なる合意や決定をすること
は許される）。これは、概ね現在の一般的な実務
に沿うものと思われる。

（b）文書提出要求に関するその他の手続の整理
2020年規則では、上記翻訳の問題以外にも、

文書提出要求に関する手続を整備・明確化するい
くつかの改正がなされた。

まず、仲裁廷が許可した場合、文書提出要求へ
の異議に対し、文書提出要求をした当事者に応答
の機会が与えられることが明記された10）。この点、
国際仲裁の文書提出要求手続でしばしば用いられ
るRedfern Scheduleの方式でも、文書提出要求者
が相手方の異議に対して応答し、その後仲裁廷が
決定を下すという流れはごく一般的と言えるが、
2010年規則においては、文書提出要求者の相手
方の異議に対する応答につき特に明示的な定めが
存在しなかった。2020年規則は、上記の実情を
踏まえ、仲裁廷の許可がある場合に文書提出要求
者が異議に応答できることを明記したものである

（なお、逆に言えば、仲裁廷の許可がない場合に
文書提出要求者に当然に応答の権利が存在するも
のではないとも言える）。

併せて、仲裁廷の文書提出要求に対する判断に
際し、2010年規則第3.7条に規定されていた「当
事者と協議のうえで」との要件が削除された11）。
実務上、仲裁廷は当事者の書面の応酬（文書提出
要求、異議、応答）のみから判断することができ、
むしろそれが通常であることを反映したものであ
る12）。

なお、仲裁廷が当事者に対し文書提出要求をす
る場合に、当該要求を受けた当事者が異議を述べ
ることができるとされていた点に関し、それ以外
の当事者も当該文書につき秘匿特権等の何らかの
権利を有している可能性があるため、異議を述べ
ることができる者の範囲が「当事者」（“Any 
Party”）に広げられた13）。この点、仲裁廷から証人
の出席（ないしそのための最善努力）要求に対す
る異議についても、同様の修正がなされている14）。

4. 事実証人及び当事者選定専門家証人（第4条、
第5条）

実務上、事実証人の陳述書及び当事者選定専門
家証人の意見書には、2度の提出機会が与えられ
ることが多い。これに関し、2010年規則は、事実
証人の陳述書及び当事者選定専門家証人の意見書
が提出されたとき、その改訂版又は追加の陳述書・
意見書（すなわち2nd roundの陳述書・意見書）
を提出することができる旨を定めているが、その
内容は、「仲裁手続において従前提出されていな
かった他の当事者の提出する証人陳述書、専門家
意見書又はその他の提出物に含まれた事項に対応
する改訂又は追加に限る」とされていた15）。すな
わち、2nd roundの陳述書・意見書では新たな立
論は許されず、相手方証人・専門家の1st roundの

8）2020年規則第3.12条(d): (“Documents to be produced in response to a Request to Produce need not be translated.”)。
9）2020年規則第3.12条(e): (“Documents in a language other than the language of the arbitration that are submitted to 
the Arbitral Tribunal shall be accompanied by translations marked as such.”)。
10）2020年規則第3.5条。
11）2020年規則第3.7条。
12）See supra note 4, “Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration”, “Art. 3 – Production of Documents, Procedures”.
13）2020年規則第3.10条。
14）2020年規則第4.10条。
15）2010年規則第4.6条、第5.3条。
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陳述書・意見書への反駁に限定されることとなる。
しかし、実際には、相手方証人・専門家の1st 

roundの陳述書・意見書への反駁とは言い難い内
容でも、議論の進捗に伴い2nd roundの段階に至っ
て初めて主張する意義が生じるようなケースはあ
り、実務上、上記規定は相応に柔軟に解釈されて
いたように思われる。

かかる実情を踏まえ、2020年規則では、改訂
版又は追加の陳述書・意見書は、相手方証人・専
門家の陳述書・意見書に対する反駁に加えて、「過
去の陳述書／意見書において言及しえなかった新
たな事実関係」16）についても述べることができ
る旨が明記された。但し、2nd roundで立論的な
陳述・意見を許すことは、議論が拡散したり相手
方の反論機会を奪うといった問題を孕んでいるた
め、あまりに広範にこれを許すことは不適切であ
ろう。そのため、1st roundで「言及しえなかった」
という要件が実務においてどう運用されていく
か、今後の展開が注目される。

5. 仲裁廷選定専門家証人（第6条）
仲裁廷選定専門家証人については、2010年規

則から大きな変更はない。
第6.3条で、仲裁廷選定専門家証人が一定の場

合に当事者に対し一定の情報の提供等を求めるこ
とができることにつき、その権限を「仲裁廷が有
する権限と同一のものとする」との文言が、2020
年改正で削除された17）。これは、当該要求に関し
て仲裁廷選定専門家証人と当事者間で意見が一致
しない場合には「仲裁廷がこれを決する」とされ
ており、仲裁廷の有する権限と同一とは言い難
かったからである18）。

6. 証拠調べ期日（第8条）
2020年規則では、第8.2条が新設され、リモー

トヒアリングに関する規定が設けられた。「リモー
トヒアリング」は、2020年規則の「定義」にお
いて、「ヒアリング全体、又はその一部や一定の
参加者のみのために、参加者が複数箇所から同時
に参加する電話会議、ビデオ会議その他の通信テ
クノロジーを用いて行われるもの」を指すとされ
ている19）。実際に、仲裁のヒアリングをリモート
で行う場合、全員が異なる場所から参加する完全
バーチャル型の他に、一定の参加者は1か所に集
まったり（例えば仲裁人3名や、申立人、被申立
人側はそれぞれ1か所に集まる等）、一部の手続の
みをリモートで行うといったハイブリッド型が採
用されることがある。

2020年規則第8.2条は、仲裁廷が当事者の要請
又は仲裁廷自身の判断により、証拠調べ期日をリ
モートヒアリングで行うことを命じることができ
ると規定し、その場合には、仲裁廷はリモートヒ
アリングを行うためのプロトコルについて当事者
と協議するとされ、当該プロトコルには以下の内
容を含むものとされた20）。
①利用するテクノロジー
②テクノロジーの事前テスト又はトレーニング
③参加者の所在するタイムゾーンを踏まえた開

始・終了時刻
④仲裁資料を証人や仲裁人に提示する方法
⑤証人が不当に影響を受けたり気を逸らされない

ことを確保する方法
国 際 仲 裁 に お け る リ モ ー ト ヒ ア リ ン グ は、
COVID-19感染症以前はさほど普及していなかっ
たが21）、COVID-19感染症以後に急速にその利用
が拡大しており、むしろ現状では国際仲裁におい

16）2010年規則第4.6条(b)、第5.3条(b): (“(b) new developments that could not have been addressed in a previous 
Witness Statement/Expert Report.”)。
17）2010年規則第6.3条。
18）2010年規則第6.3条。なお、前掲注7)の2010年規則のCommentary（Art. 6 – Tribunal-Appointed Experts）でも、
この点で仲裁廷選定専門家証人と仲裁廷の権限が異なることを認めていた。
19）2020年規則・定義：（“‘Remote Hearing’ means a hearing conducted, for the entire hearing or parts thereof, or 
only with respect to certain participants, using teleconference, videoconference or other communication technology by 
which persons in more than one location simultaneously participate”）。
20）2020年規則第8.2条(a)～(e)。
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てヒアリングをリモートで行う方が通常と言いう
る状況にある。これを受けて、各仲裁機関におい
てもリモートヒアリングを円滑に行うためのガイ
ドライン等を公表しており、ICCのGuidance 
Note22）、SIACのガイドライン23）、KCABのSeoul 
Protocol24）など、リモートヒアリングに向けて協
議すべき事項が整理されているため、そういった
情報も参考にしつつプロトコルの協議を行うこと
となろう。

参加者のうち例えば同一国内に所在する者が同
じ場所に集まり、そのような箇所複数をリモート
で繋ぐ形式でのリモートヒアリングを行う場合、
例えば日本のJIDRC、シンガポールのMaxwell 
Chambersなど、各国にリモートヒアリングに対
応した設備の整った施設が存在することが多い。
そのため、少なくとも主要国であれば、上記①②
④のような技術的事項については、当該施設を利
用すれば基本的に特段の問題は生じないであろ
う。また、上記⑤の証人への不当な影響を排除す
る手法についても、上記のような施設を利用する
場合、例えば証人のアップ映像の他に部屋全体を
映す広角アングルのカメラも用意するなど、適宜
の対策を採ることも可能であろう。当事者双方の
代理人を少なくとも1名、証人の所在する全ての
場所に互いに派遣するという解決策もあるが、特
にCOVID-19感染症の影響により海外渡航が大き
な制約を受けている状況下では、リモートヒアリ
ングの効率性・優位性が減殺されてしまうことに

留意が必要である。
他方で、そのような施設を利用できない事情が

あるケース（例えば証人の体調が悪く自宅からの
参加となる等）でリモートヒアリングを円滑に行
うためには、当事者及び仲裁廷において、細かな
技術的事項も含めて十分な協議や準備を行う必要
性が特に高いと言えよう。

なお、2020年規則では、以上のほか、証人の
主尋問につき細かな修正があった。2010年規則
第8.5条は、事実証人や専門家証人が陳述書や意
見書を提出している場合、それをもって主尋問に
代えることができると規定していたが、2020年
規則において、「その場合でも仲裁廷は口頭での
さらなる主尋問を許すことができる」と明記され
た25）。但し、これは従前仲裁廷の仲裁指揮におけ
る裁量の範囲内で行われてきたことを明確化した
ものに過ぎない。

7. 証拠の許容性及び証拠評価（第9条）
IBA証拠規則第9.1条は、証拠の許容性（証拠

能力）や重要性（証明力）に関する判断につき、
仲裁廷に広範な裁量を与えている。この点は
2020年規則でも同じであり、今後も仲裁廷が総
合的な事情を考慮して事案毎の判断を行うことは
大前提である。

その上で、2020年規則は第9.3条を新設し、仲裁
廷が違法収集証拠を排除できることを明記した26）。
例えば、無断で行われた秘密録音について、仲裁廷

21）School of International Arbitration, Queen Mary University of London, White & Case, LLP, “2018 International 
Arbitration Survey: The Evolution of International Arbitration”, available at <http://www.arbitration.qmul.ac.uk/
media/arbitration/docs/2018-International-Arbitration-Survey-report.pdf>, p32.
22）International Chamber of Commerce, “ICC Guidance Note on Possible Measures Aimed at Mitigating the Effects 
of the COVID-19 Pandemic”, available at <https://cms.iccwbo.org/content/uploads/sites/3/2020/04/guidance-note-
possible-measures-mitigating-effects-covid-19-english.pdf>.
23）Singapore International Arbitration Centre, “SIAC Guides – Taking Your Arbitration Remote”, available at 
<https://www.siac.org.sg/images/stories/documents/siac_guides/SIAC%20Guides%20-%20Taking%20Your%20
Arbitration%20Remote%20(August%202020).pdf>.
24）KCAB International, “Seoul Protocol on Video Conferencing in International Arbitration”, available at <javascri
pt:gfnAttachFileDown('Seoul Protocol on Video Conference in International Arbitration.pdf','/userUpload/2020/03/1
8/','1584509782805DD02R.pdf')>.
25）2020年規則第8.5条。
26）2020年規則第9.3条：(“The Arbitral Tribunal may, at the request of a Party or on its own motion, exclude 
evidence obtained illegally.”)。
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がそのような証拠を違法収集証拠であるとして証拠
から排除することがありうるということである。

違法収集証拠の排除については、各法域でそれ
ぞれ規制内容が異なることから、2020年規則は、
何が「違法収集証拠」（“evidence obtained illegally”）
なのかについて詳細な規定を設けておらず、また、
仲裁廷が違法収集証拠を排除「できる」（“may”）
と規定することで、具体的な事案における判断は
仲裁廷に任せている27）。仲裁廷による具体的な判
断に際しては、おそらく仲裁地における訴訟手続
法の規定が少なくとも参酌されるであろうとは思
われるが、あくまで事案毎の仲裁廷の判断となる
ため、今後の運用が注目される。

また、2010年規則第9.4条は、仲裁廷に提出さ
れる証拠につき、仲裁廷が適切と判断したときは、
秘密保護を提出の条件とし、それに必要な措置（例
えば秘密保護命令、当事者への秘密保持契約締結
の指示、一部黒塗りでの提出の許可、代理人限り

（attorneys-eyes only）での文書開示等28））をとる
ことができると規定していたが、2020年規則第9.5
条は、その対象に証拠提出要求に応じて提供され

る文書（“Documents to be produced”）が含まれ
ることを明記した29）。

Ⅲ．改正の影響と今後の展開

2020年規則は、2010年規則に対して実務の状
況を踏まえた調整を施し、不明瞭であった点を明
確化することなどにより、IBA証拠規則をさらに
合理化・最適化することを目的とするものであっ
た。したがって、今般の改正がそれ自体として実
務に大きな変容をもたらすものではない。

しかし、リモートヒアリングに関する規定など、
実務上の新たな問題に対して規則に大枠を定める
ことで当事者や仲裁廷の行動指針としている点
で、実務上も大きな意義のある改正と言えよう。
但し、IBA証拠規則はあくまで大枠を定めるもの
であるため、今後、例えばリモートヒアリングの
プロトコルのような具体的な運用につき、さらな
る実務の蓄積により、IBA証拠規則を採用した場
合の手続の安定性、予測可能性が増すことが期待
される。

27）See supra note 4, “Commentary on the revised text of the 2020 IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration”, “Art. 9 – Admissibility and Assessment of the Evidence, Evidence Obtained Illegally”.
28）Id., “Art. 9 – Admissibility and Assessment of the Evidence, Confidentiality”.
29）2020年規則第9.5条：(“The Arbitral Tribunal may, where appropriate, make necessary arrangements to permit 
Documents to be produced, and evidence to be presented or considered, subject to suitable confidentiality protection.”)。
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Ⅰ．はじめに―妨訴抗弁とその曲解

「仲裁」というと、今でも直ぐに「妨訴抗弁」
を連想してしまう。「仲裁合意」の存在によって「訴
えの提起」が「妨げられる」以上、これを「妨訴
抗弁」というのは言い得て妙で、感心してしまう
が、任官した当時は、単に「妨げられる」として
ではなく、「妨害される」と多分に感情移入して
受け止めていたところがある。

司法至上主義というわけではないが、裁判所に
籍を置く身になって、訴えの提起が妨げられる事
態を好ましく思えないことから、仲裁合意の成立
は訴訟要件を欠く場合の本案前の抗弁のひとつに
すぎないのに、これを「訴えの提起が妨害される」
と有意的に誤解してしまうところがあったようで
ある。その結果、実際に仲裁合意の成否ないしそ
の効力が問題となった事件に関与する機会があっ
たのか否かも確かな記憶に残らないほどに関心が
乏しいままに推移してしまった。

その余り確かでない記憶に残っているのは、仲
裁合意の成立を否定し、あるいは、その効力を有
無の次元で否定する裁判例を目に、耳にすると、

「さもありなん」と思うことしきりであったこと
である。今振り返ってみると、そのように受け止
めていた背景には、当時、といっても、半世紀ま
で経過していないが、仲裁機関が未だ十分にその
機能を果たし得る制度的な存在になっていなかっ
た状況もあったように思い起こされる。裁判所に

係属した事件につき、妨訴抗弁を採用して、訴え
を却下し、同事件の解決を仲裁機関に委ねように
も、委ねる前提として、仲裁機関の存在が未だ十
分でなかったように受け止められていて、そのよ
うな状況を回避するために、結論先取的に、仲裁
合意の成立、あるいは、その効力を否定して、事
件を裁判所の解決の下に置くのが適当であるとい
うか、そうするしかないという理解から、そのよ
うな判断を示す裁判例もあったように記憶してい
るが、この点も筆者に誤解があるかもしれない。

この点に関係して、仲裁契約の成立を認定した
原審の審理不尽、理由不備の違法を理由に原判決
を破棄した判例をみてみると、最高裁昭和38年3
月19日判決（裁判集民事65巻223頁）が目に止ま
る。同判決は、要旨、「建物賃貸借契約の約款中に、
弁護士が民訴法に規定されている仲裁手続を予定
して作成した条項で、『本契約につき紛争を生じ
たときは双方から一名宛の仲裁人を選任して当該
仲裁人の判断に従う』というものがあり、同契約
について紛争が生じ易いと予測される事情がある
場合でも、同契約が貸主、借主間で直接締結され
たものであるときは、右条項および事情の存在か
ら、直ちに、当事者間に民訴法上の仲裁契約が成
立した旨断定することは、理由不備となる。」と
判示するものであるが、その理由をみても、同判
決が仲裁合意の成立を否定した背景に、筆者のい
う仲裁機関の制度的な存在が十分なものになって
いなかったという事情が考慮されているとまでは

仲裁における司法主義

滝澤孝臣 Takaomi Takizawa

関口総合法律事務所　弁護士
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いえないようである。実際、妨訴抗弁を採用した
裁判例も少なくない。

任官後、民事事件を中心に裁判に関与してきた
のに、「仲裁」に関心を払うことなく退官に至っ
た元裁判官の「仲裁」をめぐる思い出といったら
こんな程度でしかない。

Ⅱ．仲裁人を受任して―内なる心掛け

退官後、弁護士登録をしているが、暫くして、
仲裁人として、日本商事仲裁協会（JCAA）の仲
裁事件に1件ばかりか、2件までも関与する機会
を与えられた。こんなことになるのであれば、在
官中、もっと仲裁について勉強しておくのだった
と臍を咬んだが、好奇心を旺盛にして、辞退する
ことなく、仲裁人を受任することになった。とは
いえ、その直後から、正直言って、仲裁人が務ま
るかどうか不安に駆られることしきりとなった。
今更辞退させていただく訳にも行かず、精一杯努
力すれば何とかなるだろうし、そうするしかない
と開き直って、事件の解決に腐心する状態に置か
れたが、仲裁人の役割として適切であるか否かは
さておき、元裁判官としての経験を活かして事件
の解決に当たるしかないと覚悟するのに、そう時
間はかからなかった。在官中、そう遠い昔のこと
ではないが、調停の司法主義化の必要が唱道され
ることがあったように記憶している。それも思い
出し、仲裁の司法主義化を心掛ければ、元裁判官
としての経験から引き受けることになった仲裁人
としての役割は果たせるのではないかと言い聞か
せたが、容易なことではなかった。

今回の体験に際して仲裁について考えたところ
を語らせていただくことになったこの拙稿に、臆
面もなく「仲裁における司法主義」と題した。正
確にいえば、「仲裁手続における司法主義の実践」
ということになるが、なお掴みどころがないとす
れば、それは、司法主義という用語にあるのでは
ないかと思われる。昨今、「ADR」の活用が盛ん
になっているが、これを「裁判外紛争解決手続」
と訳すと、仲裁手続も裁判外紛争解決手続に含ま
れるので、「裁判外」の仲裁における「司法主義」

の実践といっても、何か対立関係にあって、互い
に相容れないように受け止められなくもないから
である。

この拙稿で「司法主義」というのは、国民の裁
判を受ける権利を保障する機関は、司法権が帰属
する裁判所であるから、裁判を受ける権利が実現
されるのは、裁判所の判決手続を原則とするとこ
ろ、判決手続による究極的な裁判を受ける権利が
保障される制度の下においては、例外として、裁
判所以外の第三者機関が紛争解決を担当すること
も認められているということである。裁判所から
みれば、第三者機関のいわば「前審」としての紛
争解決への関与である。その例は、公正取引委員
会の審決制度、あるいは、特許庁の審判制度にも
顕著であるが、昨今では、前記「ADR」をその
身近な典型例として位置付けるほうが分かり易い
ようである。

もっとも、紛争解決に「民意」を取り込んだと
解されるADRにおいて、判決手続に要請される
司法主義の実践を結び付けて理解するためには、
ADRを「判決外紛争解決手続」と訳したほうが
よいのではないかと思われなくもないが、判決外
紛争解決手続と言い換えてみても、例えば、その
ADRのひとつである「仲裁」において判決手続
に要請される司法主義がどう実践されているか、
どう実践されるべきものであるかを検証してみよ
うというのは、結局、相容れないものを追い求め
るものではないかと受け止められてしまうおそれ
があるようである。

しかし、それでもなお、仲裁手続における司法
主義は実践される必要があるというのは、仲裁に
限らず、等しくADRに共通していえるところで
ないかと考えるが、それというのも、ADRによっ
て解決される紛争も、憲法の保障する「裁判を受
ける権利」の対象として、前置的にはADRによっ
て解決し得るとしても、ADRによる解決に不満・
不服があれば、究極的には裁判、すなわち、判決
によって解決されなければならないと解されるか
らである。前置的なADRによる紛争解決が最終
的に妥当するといえるためには、究極的な判決手
続による紛争解決との対比において、その妥当性

16-21_仲裁における司法主義_滝澤先生.indd   1716-21_仲裁における司法主義_滝澤先生.indd   17 2021/06/02   11:032021/06/02   11:03



18　　 　68巻6号［2021.6］

が担保されるものでなければならない。そういい
得るとすれば、ADRにおける司法主義の実践は、
ADRの特徴を取り込んだ紛争解決を阻害するも
のであってはならないとはいえ、その紛争解決が
裁判を受ける権利の保障といった見地からみて
も、妥当なものでなくてはならない以上、そこに、
多かれ少なかれ、司法主義が実践される必要を認
めざるを得ないはずである。

そのような視点から、仲裁手続における司法主
義の実践につき、以下、その手続的側面における
司法主義と、その実体的側面における司法主義と
に二分して考えてみた。

Ⅲ．�仲裁における司法主義―その手続的
側面

仲裁の手続的側面における司法主義は、換言す
れば、仲裁手続の進行にみる司法主義であって、
規則化された手続の進行とそれを担い、支える制
度の確立ということができる。日本商事仲裁協会
では、商事仲裁規則が整備されていて、同規則に
基づく手続進行を担い、支える制度として、事務
局が充てられている。裁判所の組織と比べて遜色
ないというのは言い過ぎかもしれないが、実際に
体験してみて、手続的側面の司法主義に疑問を挟
む余地はないように思われた。問題があるとすれ
ば、専ら仲裁人の選任とその選任された仲裁人の
公正性にあるようである。以下、分説する。

まず、仲裁手続を支える仲裁機関の制度的な整
備についてみると、筆者が任官した当時に懸念さ
れていた仲裁機関の制度的な存在については、そ
れが筆者の誤解でなかったとしても、これまでの
時間の経過で、その懸念の余地がない程に充実し
た存在になっているようである。

この点は、夙に、最高裁昭和57年2月23日判決
（民集36巻2号183頁）が、要旨、「甲農業協同組
合が組合員乙との間で乙の居住建物につき農業協
同組合の共済事業として建物更生共済契約を締結
したが、右共済契約に用いられた建物更生共済約
款に『建物更生共済契約につき紛争が生じた場合
に当事者間の協議がととのわないときは双方から

書面をもつて選定した各1名ずつの者らの決定す
るところに任せ、それらの者の間で意見が一致し
ないときは県共済農業協同組合連合会が設置する
裁定委員会の裁定に任せる。』との条項が存在す
る場合において、右建物更生共済契約の制度は全
国の農業協同組合が統一的に実施しているもので
あつて、同契約は一種の損害保険契約であること、
右約款は全国の農業協同組合の取り扱う右契約に
共通のものであること、乙が契約の要点の説明を
受けて右約款を異議なく受領したこと、など判示
の事情があるときは、右契約の解約に伴う返戻金
等の支払請求に関する甲乙間の紛争についての仲
裁契約が成立したものと認めることができる。」
と判示している。

その背景として、前掲最高裁昭和38年3月19日
判決と比較・対照するのは適切ではないが、仲裁
機関の制度的な存在が既に確かなものになってい
ればこその判断ではないかと窺い知れるところで
ある。

次に、手続的側面において最も重視されるべき
問題として、仲裁人の選任及びその選任された仲
裁人の公正性についてみる。この点は、判決手続
においても、除斥・忌避・回避の制度が法定され
ているところであるが、その選任に当事者が関与
していない裁判官の場合には、裁判官の除斥・忌
避・回避が認められる場合は極端に少ないのに対
し、その選任に当事者が関与している仲裁人の場
合には、忌避の制度も予定されているが、それと
は別に、仲裁判断の取消事由として、仲裁人の不
公正さが問題となり得るので、注意を要するとこ
ろである。

この点につき、近時の判例・裁判例をみると、
第1審の大阪地裁平成27年3月17日決定（金融・
商事判例1471号52頁）が、要旨、「仲裁機関の仲
裁判断に仲裁人の利益相反事由の開示義務に違反
した取消事由があるとの主張は、その主張の前提
事実が欠けるだけでなく、仮に開示義務違反が認
められるとしても、それによる瑕疵は軽微なもの
であったといえる判示の事実関係の下において
は、これを認めることができない。」などと判示
して、仲裁判断を是認し、同取消請求を棄却した

16-21_仲裁における司法主義_滝澤先生.indd   1816-21_仲裁における司法主義_滝澤先生.indd   18 2021/06/02   11:032021/06/02   11:03



仲裁における司法主義

　68巻6号［2021.6］　　19

のに対し、抗告審の大阪高裁平成28年6月28日決
定（金融・商事判例1498号52頁）が、要旨、「仲
裁地を我が国の大阪府とする仲裁条項に基づき日
本商事仲裁協会に係属した仲裁事件について外国
の法律事務所のシンガポール・オフィスに所属す
る弁護士を仲裁廷の長たる仲裁人とする仲裁廷が
した仲裁判断は、同弁護士において、仲裁人に選
任された後、その所属する法律事務所のサンフラ
ンシスコ・オフィスに移籍してきた弁護士が上記
仲裁事件の被申立人の親会社の子会社（被申立人
の完全兄弟会社）および親会社を共同被告とする
クラスアクション訴訟の同子会社の訴訟代理人を
務めていたのに、その事実を開示しなかったこと
は、仲裁法18条4項所定の開示義務に違反すると
認められる以上、仲裁廷の構成または仲裁手続が
我が国の法令に違反するものとして、仲裁法44
条1項6号に基づき、これを取り消すべきもので
ある。」と判示して、第一審決定を取り消し、仲
裁判断を取り消したところ、許可抗告審の最高裁
平成29年12月12日決定（民集71巻10号2106頁）
が、要旨、「1　仲裁人が当事者に対して仲裁法
18条4項にいう『自己の公正性又は独立性に疑い
を生じさせるおそれのある』事実が生ずる可能性
があることを抽象的に述べたことは、同項にいう

『既に開示した』ことに当たらない。2　仲裁人が、
当事者に対して仲裁法18条4項にいう『自己の公
正性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのあ
る』事実を開示しなかったことについて、同項所
定の開示すべき義務に違反したというためには、
仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事
実を認識していたか、仲裁人が合理的な範囲の調
査を行うことによって当該事実が通常判明し得た
ことが必要である。」と判示し、原決定を破棄し
て事件を差し戻した事案がある。

その差戻審の大阪高裁平成31年3月11日決定
（判例タイムズ1468号65頁）をみると、要旨、「1
　仲裁人と同じ法律事務所に所属する別の弁護士
が、別件訴訟において仲裁事件当事者の関連会社
の訴訟代理人の地位を有していたとの事実は、仲
裁法18条4項の開示事実に該当する。2　仲裁人
の所属する法律事務所が一般的な水準のコンフリ

クト・チェックシステムを構築している場合、仲
裁人は同チェックシステムの存在を前提に、同
チェックシステムで必要とされる行動をしている
限り、合理的な範囲の調査を継続的に行ったもの
と評価すべきである。」と判示して、第一審決定
に対する抗告を棄却し、仲裁判断を是認している
が、いわゆるコンフリクトチェック・システムの
精度にも係る基本的な問題であって、仲裁におけ
る司法主義の手続的側面を考えるときに、看過し
得ない判例・裁判例である。

Ⅳ．�仲裁における司法主義―その実体的
側面

これに対し、実体的側面の司法主義についてみ
ると、本来であれば、仲裁判断の具体例を参考に、
同趣旨の事案に係る下級審の裁判例と比較・対照
することで、仲裁の実体的側面における司法主義
の状況を把握することができるが、その具体例は
公開されていないので、ここでも仲裁判断の取消
請求（申立）等の事件に係る裁判例を参照して、
司法主義を推し測るしかない。しかし、このよう
な視点で同事件の裁判例をみても、仲裁廷の終局
的な仲裁判断における司法主義の実践の程度とそ
の状況を正確に推し測るには至らないと危惧され
るところである。この点に留意して、以下、この
拙稿に関係する裁判例をいくつかみてみることと
する。

まず、東京高裁平成30年8月1日決定（金融・
商事判例1551号13頁）をみると、同決定は、要旨、

「仲裁廷が行う仲裁手続には、民事訴訟法および
旧訴訟物理論は、いずれも適用されない。」と判
示しているが、その理由をみると、仲裁法に根拠
を求めている。すなわち、「わが国の仲裁法4条は

『仲裁手続に関しては、裁判所は、この法律…に
規定する場合に限り、その権限を行使することが
できる。』と述べ、裁判所は仲裁手続や仲裁判断
に対して謙抑的な姿勢で臨むべきことを定めてい
る」と説示されているが、司法主義それ自体を否
定する趣旨には解されない。要するに、仲裁合意
をもって、判決手続による紛争解決ではなく、仲
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裁手続による紛争解決が選択されている以上、判
決手続における司法主義が杓子定規に適用される
ことはないという趣旨であって、司法主義から逸
脱した紛争解決が是認されるとまで理解されるべ
きものではないからである。仲裁判断の取消事由
を規定する仲裁法の適用を通じて、司法主義が保
障されるということでないかと理解したい。

次に、東京高裁平成24年3月13日決定（LLI
（06720791））をみると、同決定は、「仲裁手続き
において、当事者間で争いのある事実を争いのな
い事実とし、かつ、その事実が仲裁判断の主文に
影響を及ぼすべき重要な事項に係るものであると
きは、当該仲裁判断は我が国の手続的公序に反す
るものとして、仲裁法第44条第1項第8号の取消
事由に該当するとした事例」として紹介されてい
るが、その判断に異論はないのではないかと解さ
れる。手続的公序といっても、事実認定の問題で
あるので、実体的側面に含め得るが、その仲裁判
断では司法主義の実践が根底から否定されている
に等しく、仲裁判断が取り消されたのは司法主義
の見地からみても、当然ではないかと解される。

以上を司法主義の実践のいわば程度問題といっ
た範疇で捉え得るとすると、同旨の裁判例として、
さらに、東京地裁平成21年7月28日決定（判例タ
イムズ1304号292頁）がある。同決定は、「仲裁
法44条1項4号は、当事者が立ち会うことのでき
ない手続が実施されたとか、当事者が認識できな
い資料に依拠して判断がされた場合など、当事者
に対しておよそ防御する機会が与えられなかった
ような重大な手続保障違反があった場合にのみ、
裁判所による仲裁判断の取消しを認める趣旨であ
るとした事例」としてその手続的側面だけでなく、

「仲裁法44条1項8号は、単に仲裁廷による事実認
定又は法的判断が不合理であると認められるにす
ぎない場合に、裁判所による仲裁判断の取消しを
認める趣旨ではなく、仲裁判断によって実現され
る法的結果が日本における公序良俗に反すると認
められる場合にのみ、裁判所による仲裁判断の取
消しを認める趣旨であるとした事例」としてその
実体的側面も含め、紹介されているが、仲裁にお
ける司法主義の幅広い、かつ、弾力的な実践例と

して注意しておく必要があるようである。
他に、東京地裁平成元年2月16日判決（判例タ

イムズ711号259頁）もある。原告らと被告との
間の紛争については、両者間に成立している仲裁
合意に基づき仲裁判断が示されているところ、同
判断には理由が示されていないと主張する原告ら
が、同判断の取消しを求めるほか、それ以外の紛
争につき、仲裁ではなく、判決による解決を求め
たという事案である。同判決は、前者につき、「ビ
ル建築請負工事の瑕疵をめぐる紛争について建設
省中央建設工事審査会のした仲裁判断に理由を付
さなかった違法がないとされた事例」として、後
者につき、「右仲裁判断の取消しを求める請求を
理由がないとして棄却するとともに、これと併せ
てなされていた右請負契約の債務不履行に基づく
損害賠償の請求を不適法として却下した事例」と
して紹介されているが、先行する仲裁判断に理由
が示されていないと主張して、その取消しを求め
る原告らにとって、被告の債務不履行を理由とす
る損害賠償請求に係る後行の紛争につき、仲裁合
意の対象となるものであったとしても、仲裁手続
を選択するような状況にないため、判決手続を選
択したようである。しかし、仲裁合意が成立して
いて、かつ、その対象となる紛争である以上、先
行する仲裁判断に不服があるからといって、その
取消しを裁判所に請求するのは格別、有効に成立
している仲裁合意の対象となる紛争の解決を裁判
所に求めることは許されないことになる。妨訴抗
弁が成立する以上、同訴えが却下されたのは当然
の事理であるとはいえ、仲裁合意によって紛争の
解決を仲裁手続に委ねた当事者の意思を忖度すれ
ば、後行の紛争につき、仲裁手続ではなく、判決
手続を選択した気持も理解し得ないわけでもな
い。仲裁による紛争解決を求められる仲裁廷ない
し仲裁人の立場では、当事者をそのような選択に
走らせてしまったことについて、仲裁判断取消訴
訟で仲裁判断が是認されたからといって、その原
因を探求し、仲裁手続に求められる司法主義の実
践という側面において、改善・是正するようなと
ころがなかったかを考えてみる必要があるはずで
ある。
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その手掛かりとなるのは、結局、仲裁判断が当
事者間の仲裁合意に基づいて紛争解決が委ねられ
た仲裁廷ないし仲裁人の当該紛争に対する解決策
として十分に機能するものであったか否かの検証
に帰するように思われる。この点は、仲裁判断取
消請求事件を待つまでもなく、仲裁段階において、
仲裁合意の成立を前提にしても、その範囲をめ
ぐって争われる事案は少なくないようである。筆
者の限られた体験としても、仲裁合意の解釈によ
る合意内容の具体的な確定が仲裁解決のスタート
であり、ゴールであると受け止められるほどに重
要な位置を占めていると実感するところであっ
た。仲裁合意から遊離した仲裁判断になってし
まっては、この拙稿にいう司法主義を蔑ろにする
に等しい。肝に銘じておきたいところである。

もとより、仲裁判断が示されて事件が終局して
いる事案においては、多くが、仲裁合意の成立を
前提に、かつ、その適正で的確な解釈から導かれ
る紛争を対象に、その解釈から委ねられている範
囲内で解決策を示していると窺われるが、仲裁判
断後、仲裁合意の不存在あるいは不成立を理由に、
同判断の取消し等が求められる事案もないわけで
はない。最高裁昭和47年10月12日判決（民集26
巻8号1448頁）は、要旨、「紛争につき仲裁手続
を申し立てられた者が、仲裁手続の意味を理解し
たうえ、期日に出頭し、仲裁人の面前で、仲裁契
約の不存在を主張することなく本案の陳述をした
ときは、仲裁手続の申立人と被申立人との間に黙
示的に右紛争についての仲裁契約が成立したもの
と認めるべきである。」と判示して、その不服の
対象となっている仲裁判断を是認しているが、前
述したところが実践されていれば、当事者の一方
から仲裁契約の不成立を理由に仲裁判断に対する
不服が申し立てられるような事態は生じないはず
である。前記最高裁判決による救済に甘んじるこ
となく、この点を周知・徹底する必要があるよう
に解される。反対に、仲裁合意の範囲について、
限定的な解釈を示した裁判例として、例えば、東
京地裁平成15年10月16日判決（LLI（05834230））
がある。筆者が合議体の一員を構成している裁判

例であるので、「弁明」する趣旨ではないが、「神
戸市に本店を置く原告が、神戸市に本店を置く被
告に対する売掛代金の請求を東京地方裁判所に訴
えを提起した場合につき、被告の妨訴抗弁を認め
ず、訴えは適法であるとした中間判決」を言い渡
した事例として紹介されている。

Ⅴ．おわりに―仲裁人から解放されて

今回といっても、終局から時間が経つが、仲裁
人として関与させていただいた2つの事件は、最
終的な仲裁判断を示すことなく、いずれも終局し
ている。その経緯はさておき、両事件とも、仲裁
における司法主義を実践するのに相応しい事件で
あると受け止めていたのに、また、仲裁判断を示
す人的・物的環境をみても、各当事者双方の代理
人も、仲裁機関として仲裁廷を担い、支える日本
商事仲裁協会も、また、何よりも仲裁廷を構成す
る長たる仲裁人は、両事件とも、いずれも筆者が
尊敬してやまない元裁判官で、また、相方となっ
た仲裁人も、お一人は、かねて薫陶を授った先輩
の裁判官、お一人は、仲裁に造詣の深い同期の弁
護士であったので、最適な執務環境であったこと
は間違いなく、それだけに終局的な仲裁判断を示
したかったし、示せなかったのは残念至極である。

しかし、今、その体験を契機に、それも中途半
端な体験にとどまるのに、標題を「仲裁における
司法主義」などと大上段に掲げ、羊頭狗肉な論証
を披瀝させていただいた。ADRが全盛ともいえ
る現在、元裁判官の立場からみると、ADRも国
民各位の「裁判を受ける権利」を保障するもので
なくてはならず、究極的には、裁判所の司法審査
を不可欠な存在としなければならないといった視
点から、そのひとつである仲裁について体験させ
ていただいたのを機に、このような拙稿を披露さ
せていただくことになった。

以上、文字どおりの拙稿で、言い過ぎたところ、
反対に、舌足らずなところが少なくない。読者各
位の失笑を買うしかないが、ご容赦を願って筆を
置く。
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Ⅰ．はじめに

本稿の目的は、「裁判外紛争解決手続の利用の
促進に関する法律（平成16年法律第151号）」（以
下「ADR法」と呼ぶ）の目的、現状及び将来等
について論じることである1）。この法律は、前世
紀末から今世紀初頭にかけて行われた司法制度改
革に関する包括的な議論の成果の1つである。そ
の施行から15年以上を経て、現在、この法律の
意義及び限界について、ようやく正確な評価が可
能になってきていると言えよう。

以下では、このような法律が必要とされた理由
を理解するために、まずADR法制定前の日本の
ADRの状況を確認する（Ⅱ．参照）。その後にこ
の法律の制定の経緯を紹介し（Ⅲ．参照）、ADR
法の目的及び内容を簡単に概観する（Ⅳ．参照）。
そして、ADR法の現状及び課題を確認した後（Ⅴ．
参照）、最後に、この法律及び日本のADRの将来
について展望してみたい2）（Ⅵ．参照）。本稿によっ
て、日本のADRに関する正確かつ適切な理解が
進むことを期待したい。

Ⅱ．ADR法制定前のADRの状況

ADRの利点は広く知られている3）。まず、紛争
当事者間の相対交渉と比較すれば、ADRは、中
立の第三者の関与によって、より中立的かつ公正
な紛争の解決を可能にするものであり、これは特
に弱い立場の当事者にとっては大きな意味があ
る。手続実施者は、その手続管理によって、当事
者間の不平等をリバランスし、実質的な公平を回
復することができるからである。他方、裁判所の
手続と比較すると、ADRは、より簡易、迅速、
低廉、柔軟かつ秘密裡の紛争解決を可能にするこ
とができる。これらのメリットは、日本の裁判手
続が複雑、長期、高価、厳格かつ公開の手続とし
て知られている点を考えれば、極めて重要な意義
を有するものである。

ただ、上記のような重要な利点にも関わらず、
日本においては長い間ADRは十分に発展してこ
なかった。日本のADRの歴史を振り返ってみる
と、早い時期に司法型ADR及び行政型ADR（両
者を合わせて公的セクターのADR）が発展して
きたことが確認でき、これが日本のADRシステ

ADR法の目的、現状、将来

山本和彦 Kazuhiko Yamamoto

一橋大学法学研究科教授

1）本稿は、Kazuhiko Yamamoto, The ADR Act ―Purpose, Actual Situation and Future, Japan Commercial 
Arbitration Journal Vol.1, p.74-78（2020年9月）に若干の加筆修正をして、日本語訳したものである（特に、筆者の
過去の論稿を中心に、若干の注を補充した）。
2）なお、注1）掲記の論稿を上梓した後、法制審議会等でADRの在り方の改革に向けた議論が進んでいるので、（原
文にはないが）Ⅶ．ではこの点も簡単に紹介している。
3）ADRの利点については、山本和彦＝山田文『ADR仲裁法〔第2版〕』（日本評論社、2015年）12頁以下など参照。
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ムの大きな特徴となっている4）。司法型ADR、す
なわち裁判所における調停は1922年に誕生し、
多くの紛争領域に急速に展開されていった（現在
では、簡易裁判所における民事調停と家庭裁判所
における家事調停に集約されている）。また、行
政型ADRも、第2次世界大戦後、行政のプレゼン
スが増大していく日本社会の中で発展を遂げて
いった。20世紀末においては、日本ではこれら
公的セクターのADRが中心的な役割を占めてい
たと言える。

他方、民間セクターのADR機関は様々な分野
において散発的に創設されていたが、その多くは
実際には十分機能していなかった。このような不
機能については、いくつかの理由が指摘できる。
すなわち、広報の不十分、ADR機関の少なさ、
財政的な欠乏、法的ルールの不存在等々である。
これらの理由は相互に密接に関連したものであっ
たため、これらの問題点を抜本的に解決し、日本
において民間セクターのADRを促進することは
重要ではあったが、極めて困難な課題であった。

Ⅲ．ADR法制定の経緯

ADR法の制定に向けたターニングポイントと
なったのは、1999年に始まった司法制度改革の
議論である。司法制度改革審議会は、民事・刑事
のあらゆる司法制度の在り方を議論の俎上に載せ
たが、その中にはADRの問題も含まれていた5）。
司法制度改革審議会の最終意見書は2001年に出
されたが、その中では、ADRは、「国民にとって

裁判と並ぶ魅力的な選択肢となるよう、その拡充、
活性化を図るべき」ものと位置付けられた6）。そ
して、同意見書は、そのために基本的な制度改革
の必要性等を指摘していた7）。

同審議会の提言を実現するため、政府は司法制
度改革推進本部を立ち上げ、そこに12の検討会
を設置したが、その1つとして「ADR検討会」が
あった。同検討会は、様々なバックグラウンドを
有する10人の委員で構成され（筆者も委員の1人
であった）、3年以上に亘り、ADRに関する法制
度の改革について議論し、最終的に具体的な法改
正の提言を行った8）。この議論の中における最大
の論点は、いかなるADRを新法の対象とするか
であった。後述するように、この議論がADR機
関の認証制度を産み出したものである。

検討会による報告書の提出の後、政府はADR
法案を国会に提出し、ついに2004年ADR法が可
決成立した。政府は、その後、慎重に施行準備期
間を取り、最終的に同法は2008年4月1日に施行
された。その意味で、ADR法は、議論の開始か
ら実に10年近い検討を経て、最終的な実現に至っ
たものである9）。

Ⅳ．ADR法の目的及び内容

ADR法の目的は、同法1条に規定されている10）。
同条は、まず何よりも、ADRが日本社会におい
て紛争解決の重要な方法であることを前提に、
ADR（裁判外紛争解決手続）を「訴訟手続によ
らずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の

4）日本のADRの簡単な歴史については、山本＝山田・前掲注3）32頁以下など参照。
5）司法制度改革審議会の中に設けられた「司法制度とADRの在り方に関する勉強会」において筆者がADRに関する
法整備を提言したものとして、山本和彦「裁判外紛争解決手続（ADR）の拡充・活性化について」同『ADR法制の
現代的課題』（有斐閣、2018年）26頁以下（初出：NBL706号〔2001年〕）参照。
6）司法制度改革審議会『司法制度改革審議会意見書』（2001年）35頁参照。
7）「多様なADRについて、それぞれの特長を活かしつつ、その育成・充実を図っていくため、関係機関等の連携を強
化し、共通的な制度基盤を整備すべきである」とされた（司法制度改革審議会・前掲注6）35頁参照）。
8）検討の初期段階における筆者の立法提案として、山本和彦「ADR基本法に関する一試論」同・前掲注5）40頁以
下（初出：ジュリ1207号〔2001年〕）参照。
9）ADR法制定直後の同法に関する筆者の評価については、山本和彦「ADR法の意義と今後の課題」同・前掲注5）
57頁以下（初出：法律のひろば58巻4号〔2005年〕）参照。
10）ADR法の詳細な内容については、山本＝山田・前掲注2）96頁以下など参照。
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当事者のため、公正な第三者が関与して、その解
決を図る手続」と定義する。そして、同条は、法
律の究極の目的が、「紛争の当事者がその解決を
図るのにふさわしい手続を選択することを容易
に」する点にあるとする。この目的を達成するた
め、ADR法は2つの部分に分かれている。すなわ
ち、基本法部分と認証法部分である。

まず、基本法部分は極めて重要な意義を有する。
それは、日本の歴史上初めて、ADRの目的、基本
的概念及び理念を明確にしたものであるからであ
る。この部分は、民間セクターだけではなく、公
的セクターのADRにも等しく適用される。第1に、
同法2条はこの法律の使用する基本的な法概念（民
間紛争解決手続、手続実施者、認証紛争解決手続、
認証紛争解決事業者）を定義する。そして、同法
3条1項はADRの基本理念を定める。すなわち、合
法性（「法による紛争の解決」）、自主性、公正性、
適正性、専門性、迅速性及び柔軟性（「紛争の実
情に即した」解決）である。これらの理念のうち、
しばしば議論の対象とされ、また批判を受けるの
は、合法性の原則である。様々な理解があり得る
が、筆者は、この原則について、解決結果の厳密
な法規範との一致を意味するものではなく、単に
明白に不法な解決を排除することを意味したもの
に過ぎないと解している。この原則の意味につい
ては、反社会的集団がしばしば紛争解決に介入し、
不法な解決を先導してきたという日本の裁判外紛
争解決の歴史の暗黒面を踏まえて、慎重に解釈す
べきであろう11）。同法4条は、国及び地方公共団
体の責務を明らかにし、国は、ADRに関する内外
の動向や利用状況等についての調査・分析、更に
情報提供等によって国民のADRに関する理解を増
進するよう努めなければならないとする。この条
文の存在は、日本におけるADRの促進については、
国等公的機関の役割が極めて重要である旨の立法
者の認識をよく表していると思われる。

次に、ADR法の認証法部分は、ADR機関の公的

認証の基準、手続及び効果を規定する12）。ADRに
裁判手続と同等の法的効果を付与することはADR
を振興するために不可欠とみられるが、他方で、
全てのADR機関にそのような効力を付与すること
は、その多様性に鑑み、不可能であると考えられ
た。その結果、必要最低限のレベルに達している
ADR機関を国が認証し、そのような機関に限って
一定の法的効果を付与することとしたものであ
る。ADR法においては、認証を受けたいADR機関
は法務大臣に申請を行わなければならない（法5
条・8条）。そして、一定の基準（法6条）を充た
しており、欠格事由（法7条）がないADR機関の
みが、一定の手続（法8条～13条参照）を経て認
証を取得することができる。そして、認証ADR機
関は一定の義務を負う。すなわち、ADR利用者に
対する十分な説明（法14条）、暴力団員等の利用
の禁止（法15条）、手続実施記録の作成・保存（法
16条）等の義務である。その結果として、認証は
一定の法律効果を伴う。すなわち、認証ADR手続
に基づく時効の完成猶予（法25条）、訴訟手続の
中止（法26条）、調停前置に対する例外（法27条）
及び認証ADR業務の実施に伴う報酬及び費用の受
領の許容（法28条）である。特に最後の効果は大
変重要である。なぜなら、日本では、弁護士でな
い者が費用及び報酬を受領して法的サービスを実
施することは本来、弁護士法72条により厳格に禁
止され、刑罰の対象とされているからである（こ
の点も、前述の日本における裁判外紛争解決の歴
史の暗黒面を反映している）。このような禁止は、
これまで長期にわたって民間セクターのADRの自
由な発展を阻害してきたとされるものであり、そ
の意味で、ADR法によって認められたこの例外は
日本のADRの新たな可能性を開くものといえる。

Ⅴ．ADR法の現状及び課題

ADR法制定後の現在の日本のADRの状況をも

11）この文言の意義に関する筆者のより詳細な理解については、山本＝山田・前掲注2）104頁、山本・前掲注5）81
頁など参照。後者は、その趣旨につき「『反・法的』ADRを排除するに過ぎず、（解決基準等が法に基づかない）『非・
法的』ADRまで排除する意味をもつものでは」ないとする。
12）認証制度の詳細については、山本＝山田・前掲注2）250頁以下など参照。
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し一言で表現するとすれば、それは、ADRの全
体的活動は未だ不十分なものではあるが、一定の
分野のADRは相対的に機能しているというもの
であろう。例えば、金融ADRは、年間1,000件以
上の事件を扱い、その30～40％で和解を成立さ
せている13）。同様に、2011年の福島原子力発電
所の事故後に設立された原子力損害賠償ADRは、
最も事件が多かった時期には年間5,000件以上の
事件を処理していた14）。しかし、そのような
ADRの存在を前提にしても、なお2点の指摘が必
要である。すなわち、第1に、上記のような事件
数であっても、それを司法型ADR、すなわち裁
判所調停の事件数と比較すれば、未だ無視できる
程度に止まっている点である。裁判所の調停では、
2018年に34,019件の新受事件があり、57％の既
済事件は和解成立で終わっている（28％は和解
見込みなしで終了し、18％は取下げで終了して
いる）。その紛争解決機能は他のADRと比較して
やはり圧倒的なものである。第2に、上記のよう
なADRは、行政型（原子力損害賠償ADR）であっ
たり、民間型であっても行政の関与が強いもの（金
融ADR）であったりしており、純粋に民間型
ADRとは言い難い点である。この点は、今日に
おいてもなお、日本では公的セクターのADRが
民間セクターに比較して圧倒的な存在感を有して
いることを示している。

次に、ADR法の直接の成果を反映する認証
ADRの現状について確認してみる。2019年末の
時点で、158のADR機関が認証を受けており、
1,071件の申請がそれらの機関にされている。そ
して、36％の事件で和解が成立したとされる

（30％は手続開始前に相手方が応諾を拒絶し、
23％は和解の成立の見込みなしで終了し、11％
は取り下げられた）。すなわち、相手方当事者が
応諾した後の和解成立率は51％に上っているこ
とになる。また、手続の期間については、50％
の事件は3カ月以内に終了し、74％が6カ月以内

に終了している。
以上を前提に、ADR法について以下の3点を成

功した点として指摘できよう。第1に、認証ADR
機関の数の増加である。158という認証ADRの数
は、この法律なくしては到底想像できなかったも
のであろう。第2に、これら民間セクターのADR
機関が取り扱っている紛争分野の多様性である。
医事紛争、土地境界紛争、環境紛争、スポーツ紛
争、マンション紛争、ペット紛争、観光紛争等々
について、それを専門とするADR機関が創設さ
れ、認証を得ている。これらの分野の多くでは、
仮にADR法がなければ、紛争は解決されずに放
置されていたであろう。第3に、認証ADRの高い
質である。相手方当事者の応諾後の成功率は、司
法型ADRとほぼ同率であり、しかもその手続は
極めて迅速である。そして、各ADR機関の行っ
ている利用者アンケートが示すように、ADRの
利用者の多くはADR機関の提供するサービスに
基本的には満足している。

他方、やはり次の3点をADR法の認証システム
の大きな問題点として指摘することができよう。
第1に、依然として民間セクターの取り扱うADR
の事件数は極めて限られている点である。年間約
1,000件というのは、司法型ADRの1割にも満た
ない。加えて、それらの事件は一部のADR機関
に集中しており、83％の認証ADR機関は年間5件
以下の事件を取り扱っているに過ぎない。第2に、
法律専門職（士業団体）や業界によって支えられ
ているADR機関が多数を占め、真の意味での民
間型ADRは少数に過ぎない点である。言い換え
れば、認証ADR機関のかなりの部分（特に機能
しているもの）は「半公的」なものであり、その
意味でADR法は純粋な民間セクターのADRの発
展には必ずしも十分に寄与していないとも評価で
きる。第3に、相手方当事者の手続応諾率の低迷
である。ADR手続の応諾はもちろん当事者の義
務ではないが、ADRの活性化のためにはこの応

13）金融ADRについての筆者の理解及び評価については、山本和彦「金融ADRの意義と可能その可能性」同・前掲
注5）245頁以下（初出：金法1887号（2010年））参照。
14）原子力損害賠償ADRについての筆者の理解及び評価については、山本和彦「環境ADRの現状と課題」同・前掲
注5）374頁以下（初出：吉田克己＝マチルド・ブトネ『環境と契約』〔成文堂、2014年〕）参照）。
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諾率の向上に努めることが不可欠である。
以上から一般的に言えば、ADR法は一定の範

囲でその目的を達したが、その最終的な目標から
みれば未だ途半ばにあるという評価になろう15）。

Ⅵ．ADR法の将来

上記のような日本のADRの現状を改善するた
め、ADR法の改正の提案がされてきた。以下では、
その中でも最も包括的な提案である日本ADR協
会（JADRA）の改正案（以下「JADRA案」と呼
ぶ）について簡単に紹介したい16）。これは「ADR
法制の改善に関する提言」（2018年4月）と称さ
れるもので、15項目の改正を提案し、2018年に
法務大臣に提出されたものである。以下では、そ
の中でも主な提案を取り上げてみる。

まず基本法部分について、JADRA案は、国の
責任をより明確にすることを提案する。現状では、
ADR法は調査及び広報についての国の責務のみ
を規定するが（Ⅳ．参照）、JADRA案は国の責任
を調停人の研修や裁判所とADR機関との協力の
促進等にも拡大しようとする。加えて、JADRA
案は、ADR機関に対する国の財政支援を提案す
る。民間ADRの多くが抱える財政上の問題に鑑
みれば、この支援は最も重要な提案と思われる。
ただ、何故に民間セクターの活動を国が支援しな
ければならないかを納税者に説明することは、や
はり困難な課題であり続けよう。

次に認証法部分について、JADRA案はやはり
いくつかの点でADR法の改正を提言する。まず、
訴訟当事者に対して裁判所がADR手続の利用を
勧奨することを可能にする旨の提案がされてい
る。もし訴訟当事者がADRシステムの存在をよ
く知らないまま訴訟手続を選択しているとすれ

ば、裁判所としては、当事者自身のみならず社会
全体にとっても、より適切な紛争解決の他の方法
をアドバイスすることには十分な意義があろう。
また、JADRA案は、ADR当事者が交渉を応諾す
る義務を拡大する旨も提案している17）。そのよう
な義務は、現在では、金融ADRや原子力損害賠
償ADRなどいくつかのADRにおいて認められて
いるところ、それらのADRは現在の日本におい
て相対的に機能しているADRに属するものと評
価できる。そこで、このような義務付けを他の
ADRにも可能な範囲で拡張しようというのが
JADRA案の趣旨である。

JADRA案の最も重要な提案は、ADR和解の執
行力に関するものである18）。現状では、ADR和
解に執行力は認められておらず、結果として、一
方当事者が和解上の義務を任意に履行しないとき
には、相手方当事者は裁判所に訴えを提起せざる
を得ない。そのような帰結は、司法型ADRであ
る調停においてはその結果に当然に執行力が認め
られていることなどと比較して、認証ADRの魅
力を大きく損なっているものと言わざるを得な
い。例えば、依頼者から紛争解決方法について助
言を求められた弁護士が、その結果に執行力を伴
わないADRの利用を、自信をもって勧めること
は困難であろう。そこで、JADRA案では、当事
者がADR和解に執行力を付与するため、裁判所
から執行決定を得ることができる旨の新たなス
キームの提案をしている。このスキームは、強制
執行のためのADR当事者の負担を軽減し、民間
型ADRの利用を促進する効果を持つであろう。

Ⅶ．おわりに

もう一度司法制度改革審議会の意見書に立ち返

15）このような認識の下にADRの将来像を論じる筆者の比較的最近の論稿として、山本和彦「ADRの将来」同・前
掲注5）91頁以下（初出：法の支配178号〔2015年〕）参照。
16）JADRA案については、日本ADR協会のHP参照。
17）このようなADRを片面拘束型ADRとして把握し、その理論的な意義について検討する筆者の論稿として、山本
和彦「片面拘束型ADRの意義と課題」仲裁とADR13号（2018年）1頁以下参照。
18）筆者によるADR和解の執行力に向けた立法提案については、山本和彦「ADR和解の執行力について」同・前掲
注5）176頁以下（初出：NBL867号・868号〔2007年〕）参照。
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れば、同意見書は「ADRが裁判と並ぶ魅力的な
選択肢」となることを提案するものであった。こ
のような提案は現在においても、その方向性にお
いて正しいものであると考えられ、ADR法はそ
のような方向に向かって日々改革されなければな
らない。その意味で、前述のJADRA案は可及的
速やかに実現に移されなければならないものと解
される。それに加えて、近い将来、日本のADR
システムは、重大なインパクトを与える外在的
ファクターに直面することが予想される。本稿の
最後に、このようなファクターについても概観し
ておきたい。

第1に、日本は近い将来、シンガポール条約を
批准するかどうかの決断を迫られるであろう。同
条約は、商事調停に基づく和解について国際的な
執行力を付与するものである。もし日本が同条約
を批准するとすれば、前述のように、ADR法制
定時からの懸案であった国内のADR和解の執行
力の問題も抜本的に解決する機会を持つことにな
ろう。実際、2020年10月から開始された法制審
議会仲裁法制部会19）の議論では、同条約の批准
を視野に入れながら、国際商事調停に係る和解の

執行力に加えて、国内ADRについても何らかの
形で執行力を付与する枠組みについて検討が進め
られている20）。

第2に、ODR（オンライン紛争解決）のトレン
ドのもつ大きなインパクトにも注意を要する21）。
例えば、eBayはODRによって全世界で年間6000
万件の紛争を解決していると言われている。この
数字は、日本では年間50万件程度の訴訟事件し
か提起されていないことを考えると、実に驚くべ
き多さである。そして、2020年以降の新型コロ
ナウイルス感染症の問題は、社会のあらゆる面で
非接触のオンライン化を要請しており、それは紛
争解決分野も例外ではない22）。日本政府はODRの
振興に関する議論を始めたばかりであるが23）、そ
れは近い将来、日本のADR全体に対して必ずや巨
大なインパクトをもつことになるであろう。

2019年は、令和の幕開けとして日本の新たな
時代をスタートさせる年になった。日本のADR
もまた間違いなくこの令和に新たな時代を迎える
ことになるであろう。日本におけるADRの今後
の発展を注視していかなければならない。

19）筆者は同部会の委員・部会長を務めている。
20）2021年3月、同部会が中間試案を公表しているが、それによれば、（いずれも裁判所の要件審査に基づく執行決
定を前提として）国際的なADR合意のみに執行力を認める甲案と、国内的なADRの和解合意にも執行力を認める乙
案（無制限に認める乙1案と、対象となるADRを限定する乙2案とに更に分かれる）が提示されている。中間試案に
ついては、法務省HP参照。
21）ODRについては、上田竹志「ODRの活性化」NBL1165号（2020年）12頁以下、山田文「ADRのIT化（ODR）の
意義と課題」法律時報91巻6号（2019年）42頁以下、山本和彦ほか「ODRの導入に向けて」L&T82号（2019年）1頁
以下など参照。
22）民事訴訟手続についても、IT化の議論が進んでいる。2020年2月に開始されたいわゆるフェーズ1の争点整理に
おけるウェブ会議の活用はコロナ禍のなか活発に進んでいるし、フェーズ2及びフェーズ3に向けた法改正作業も順調
に進捗している（2021年2月に公表された法制審議会民事訴訟法〔裁判IT化関係〕部会の中間試案については、法務
省HP参照）。
23）内閣官房に設置されたODR活性化検討会の報告書（ODR活性化に向けた取りまとめ（令和2年3月））については、
首相官邸（日本経済再生本部）HP参照。また、現在も法務省にODR推進検討会が設置され、引き続き議論が進めら
れている（法務HP参照）。
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［本件のポイント］
仲裁廷が仲裁判断の事実認定及び説明部分に

限っており、管轄していない紛争に対し評議を行
い、仲裁判断において、それに触れていない場合
は、仲裁合意の範囲の逸脱を構成しない。本件は、

「超裁」（仲裁判断の超過）という承認・執行の拒
絶理由の判定について、その基準の一端を明確に
した。

Ⅰ．はじめに

外国の仲裁機関の仲裁判断について、中華人民
共和国人民法院の承認及び執行を必要とする者
は、当事者が直接に被執行人の住所地又はその財
産所在地の中級人民法院に申し立てなければなら
ない（民事訴訟法283条前段）1）。本件は、香港
特別行政区で下した仲裁判断について、承認・執
行を申請する事例である。「最高人民法院による
本土と香港特別行政区の相互の仲裁判断の執行の
取扱」（以下、「香港相互執行取扱」をいう）第1
条によると、一方当事者が仲裁判断を履行しない
場合、他方当事者は、仲裁被申立人の住所地又は
財産の所在地の関係法院に執行を申し立てること
ができると定められている2）。

本件は、中国本土天津市・仲裁被申立人が香港

国際仲裁センターの仲裁判断に従わなかったため
に、仲裁申立人が、天津市第一中級人民法院に本
件仲裁判断の承認・執行を申し立てたが、同中級
人民法院が本件仲裁判断の承認・執行について、
意見が分かれているので、天津市高級人民法院に
意見を伺い、同高級人民法院も意見が分かれてい
るためにさらに最高人民法院に意見を伺ったケー
スである。

Ⅱ．当事者及び仲裁機関等

執行�申請人（仲裁申立人）：莱佛士国際有限会社（以
下、「X」という）（住所地：シンガポール共
和国シンガポール橋北路250号）

執行�被申請人（仲裁被申立人）：海航天津センター
発展有限会社（以下、「Y」という）（住所地：
中華人民共和国天津市和平区南京路北洋大厦）

仲裁機関：香港国際仲裁センター
受訴法院：天津市第一中級人民法院
回答日：2017年3月28日（最高人民法院）

Ⅲ．事案の概要3）

1　2007年1月15日、XとYは、「莱佛士」とい
う標識及び商標の使用について、「ライセンス契

中国商事紛争解決の理論と実務（16）
仲裁合意の範囲を超えていないことを理由に香港仲裁判断の承認・執行を認めるとされた事例

王 晨 Wang Chen

大阪市立大学大学院法学研究科　教授

1）張衛平=李浩『新民事訴訟法原理与適用』（人民法院出版社、2012年）400頁以下。
2）「最高人民法院関於内地与香港特別行政区相互執行仲裁裁決的安排」（中国法院網、2018年5月8日）。
3）最高人民法院民事審判第四庭編『渉外商事海事審判指導』総第35輯（人民法院出版社、2018年）41頁以下。
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約」を締結した。「ライセンス契約」第12.1条が
以下のような仲裁条項を約定した。「本契約に起
因し、又は本契約に関連する如何なる紛争、論争
又は紛糾は、香港国際仲裁センターに付託し、仲
裁を申し立てる時の仲裁廷の仲裁規則に基づい
て、最終的に仲裁により解決されるものとする」。
また、第12.3条では、「仲裁地を香港に」と定め
られている。

同じ日に、Xの関連会社である莱佛士ホテル管
理（北京）有限会社（以下、「Z」という）は、
ホテル管理運営の合作事項について、Yと「ホテ
ル管理契約」を締結した。当該契約の約定する仲
裁機構は、中国国際経済貿易委員会上海分会とし
た（以下、上海分会という）。
2　XとYが契約を履行する過程において、紛争

が生じたためにXは、2012年1月20日に香港国際
仲裁センターに対し、「ライセンス契約」紛争に
ついて、仲裁を申し立てた。また、Zは、2012年
1月29日に、Yとの「ホテル管理契約」紛争につ
いて、上海分会に対し、仲裁を申請した。
3　香港国際仲裁センターの仲裁過程におい

て、Yは、管轄権及び仲裁人について、異議を申
し立てた。仲裁廷は、管轄異議について、臨時的
決定をした。即ち、仲裁廷は、実体問題の審議に
おいて、管轄権問題について、最終的な判定をす
ることを明示した。
4　2014年11月19日、香港国際仲裁センターは、

以下のような一部判断を下した。①Yは、Xに
3,696,085米ドルを支払うこと、②Yは、仲裁判断
の裁決した日から実際に金額を支払う日までに、
Xに上述した金額について、8％の裁決後の利息
を支払うこと、③Xは、本仲裁関連の合理的費用
及び申請人が支払った法律上又はその他の費用を
獲得することができる。その金額は、最終判断に
おいて確定されること、④本部分の仲裁判断が裁

決後、直ちに執行すること、⑤その他の要求及び
仲裁請求を却下する、と裁決した。なお、仲裁廷
は、一部判断において、Yによる管轄権異議に対
し、法的根拠がないとして、却下した。
5　2015年3月19日、香港国際仲裁センターは、

以下のような最終判断を下した。
①Yは、Xに以下のような金額を支払うこと、

（ⅰ）1,405,975香港ドル、（ⅱ）785,805シンガポー
ルドル、（ⅲ）43,677米ドル、②Yは、一部判断
の裁決した日から実際に支払う日までXに上述し
た金額について、8％の裁決後の利息を支払うこ
と、③最終判断が裁決後、直ちに執行すること、
④その他の要求及び請求を却下する、と裁決した。

Ⅳ．�天津市第一中級人民法院の審査意見
（要旨）

Xは、本院に香港国際仲裁センターが下した一
部判断及び最終判断の承認及び執行を申し立て
た。それに対して、Yは、上述した仲裁判断の執
行拒絶を申請した。それ故に「香港相互執行取扱」
第7条に基づき、審査をしなければならない4）。
1　裁決の処理された紛争が仲裁合意条項の範

囲外という抗弁事由について
⑴天津市第一中級人民法院は、それについて審

査した後に2つの意見を形成した。多数意見は、
当該事由が「香港相互執行取扱」第7条1項3号の
状況に当らず、執行しない法定の拒絶事由を構成
しないと考える。従って、仲裁判断を承認し、執
行しなければならない。具体的理由は、以下の通
りである。香港国際仲裁センターが下した一部判
断は、「ホテル管理契約」の分析・認定に触れたが、
当該分析・認定は、仲裁廷が「ライセンス契約」
紛争を審理する際に避けられないところである。
その分析・認定は、「ライセンス契約」の仲裁条

4）「①本土又は香港特別行政区に仲裁判断の執行を申請し、被申請人に通知が到達した後、下記の状況の1つを証明
する証拠を提出した場合、審査・確認を経て、関係法院は、執行しない裁定を下すことができる。…（3）裁決の処
理する紛争が仲裁付託の目的ではなく、又は仲裁合意の範囲内に属せず、若しくは、仲裁合意の範囲以外の事項に関
する決定を記載した。但し、仲裁付託する事項の決定と付託されていない仲裁の事項が分けられるとき、仲裁判断に
おける仲裁付託の事項の決定部分は、執行すべきである。（4）�仲裁廷の構成又は仲裁手続が当事者の約定に合致せず、
又は関連する当事者に合意がなく仲裁地の法律に合致しないとき」。
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項の約定した「本契約に起因し、又は本契約関連
する如何なる紛争、論争又は紛糾」の範囲内に属
する。しかも当該分析・認定は、仲裁裁定の事実
及び理由に限っており、仲裁判断の結果は、「ホ
テル管理契約」に及んでいない。従って、裁決の
処理された紛争が仲裁合意条項の範囲外という抗
弁事由が成り立たず、香港国際仲裁センターの仲
裁判断が「ホテル管理契約」に触れた状況は、仲
裁合意の範囲を超えていない。従って、「香港相
互執行取扱」第7条1項3号の状況に当らないとさ
れる。

⑵中級人民法院の少数意見は、当該事由が「香
港相互執行取扱」第7条1項3号の状況に属すると
考える。仲裁判断において「ホテル管理契約」紛
争に触れており、仲裁合意の範囲を超えている。
従って、その承認・執行を認めるべきではない。
具体的理由は、以下の通りである。「ホテル管理
契約」の締約主体は、YとZであり、YとXではな
い。「ホテル管理契約」においては、上海分会が
仲裁するという仲裁合意になっている。香港国際
仲裁センターが「ライセンス契約」を仲裁する際
に「ホテル管理契約」に係る紛争に対する認定を
してはならない。然るに香港国際仲裁センターの
一部判断の第538〜580段落は、「ホテル管理契約」
について、Yの根本的違約により、有効に解除さ
れているかどうかについて、認定をしている。香
港国際仲裁センターの仲裁判断が「ホテル管理契
約」紛争の認定に係わっており、仲裁判断の合意
範囲を超えているとされる。

2　管轄異議が双方の約定に基づき、「機関仲裁
規則（2008）」の規定する手続を採用し、受理し
ていないという抗弁事由について

天津市第一中級人民法院の一致した意見は、こ
の抗弁事由が「香港相互執行取扱」第7条1項4号
の状況に当らないと考えている。それ故に執行し
ないという法定の拒絶事由を構成しない。具体的
理由は、以下の通りである。①香港国際仲裁セン
ターが「ライセンス契約」の約定により、本件に
対し、管轄権を有することは、争うことができな
い事実である。②香港国際仲裁センター「機関仲
裁規則（2008）」は、仲裁廷がその管轄権に対す

る異議を決定する権利を有することを規定した。
Yが仲裁段階において提出した管轄権異議に対
し、仲裁廷は、決定権を有する。③Yの管轄異議
に対し、仲裁廷は、Yに意見を充分に陳述する機
会を与えており、かつ充分な審査をした後に管轄
異議について臨時的決定をした。総括すると、仲
裁廷による管轄問題の処理は、当事者の合意及び
香港特別行政区の法律に違反しておらず、「香港
相互執行取扱」第7条1項4号の状況に当らないと
される。

3　仲裁廷の構成及び仲裁手続が当事者の約定
に合致せず、仲裁人に対する異議が仲裁双方の約
定に基づき、「機関仲裁規則（2008）」の規定す
る手続を採用し、受理していないという抗弁事由
について

Yが出した第3の抗弁事由に対しても、天津市
第一中級人民法院の一致した意見は、「香港相互
執行取扱」第7条1項4号の状況に当らないと考え
ている。それ故に執行しないという法定の拒絶事
由を構成しない。その具体的理由は、以下の通り
である。①Yは、異議申立ての手続きを正式にし
ていなかった。また、天津市第一中級人民法院の
審査段階において、Yは、仲裁規則に基づき、異
議を提起する手続きを行った証拠を提示していな
かった。②仲裁人に対するYの異議は、管轄異議
の中に出された。その内容は、中国法律を熟知す
る仲裁員を選ぶ権利が剝奪されたことである。然
るに「機関仲裁規則（2008）」によると、仲裁人
の公正さ又は独立性に対する合理的懐疑が存在す
ればこそ、仲裁人に異議を提起することができる。
総括すると、Yが出した第3の抗弁事由は、「香港
相互執行取扱」第7条1項4号の状況に属せず、そ
れ故に執行しないという法定の拒絶事由を構成し
ない。

天津市第一中級人民法院は、完全一致ではない
が、以下のような意見に傾いた。香港国際仲裁セ
ンターが出した一部判断及び最終判断について
は、それを承認し、かつ執行しなければならない。
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Ⅴ．�天津市高級人民法院の審査意見（要旨）

天津市高級人民法院の審査意見の結論は、基本
的に天津市第一中級人民法院の意見と同様である。
1　裁決の処理した紛争が仲裁合意条項の範囲

内にあるかどうかについては、意見が分かれてい
る。高級人民法院の多数意見は、中級人民法院の
多数意見と同様に香港国際仲裁センターの仲裁判
断が「ホテル管理契約」紛争に及んでいるが、そ
の仲裁判断は、上海分会の仲裁結果と実質的な衝
突がなく、仲裁合意の範囲の逸脱をしていないと
考えている。それに対して、少数意見は、仲裁廷
の仲裁判断がYによる「ホテル管理契約」解除の
成否に及んだ部分があるところに拘り、仲裁合意
の範囲を超えていると認定した。
2　管轄異議が成立するかどうか、仲裁廷の構

成及び仲裁手続の違法性については、天津市高級
人民法院は、中級人民法院と同様な結論に達した。
即ち、香港国際仲裁センターは、本件のケースに
対する管轄権を有する。Yが仲裁段階において提
出した管轄異議に対し、仲裁廷は、決定する権利
を有する。仲裁廷の構成及び仲裁手続についても

「香港相互執行取扱」第7条1項4号の状況に当ら
ないと判定した。

天津市高級人民法院は、「超裁」（仲裁判断の超
過）について、中級人民法院と同様な迷いがある
が、最終的な結論として、香港国際仲裁センター
が出した一部判断及び最終判断については、それ
を承認し、かつ執行しなければならないという意
見に傾いた。

Ⅵ．最高人民法院の回答（全訳）

最高人民法院
「莱佛士国際有限会社が香港仲裁判断の承認及

び執行を申請した件に関する伺いに対する回答」
2017年3月28日　（2017）最高法民他16号

天津市高級人民法院御中：
貴院の（2016）津民他9号「莱佛士国際有限会

社が香港仲裁判断の承認及び執行を申請した件に

関する伺い」を受領した。検討した結果、回答は、
次の通りである。

本件は、香港仲裁判断の執行を申し立てる事件
である。「最高人民法院による本土と香港特別行
政区の相互の仲裁判断の執行の取扱」に基づき、
審査をしなければならない。

貴院の伺い問題は、本件の仲裁判断が仲裁合意
の範囲を超えて、紛争処理を図る問題の存否、即
ち仲裁判断の超過が存在するかどうかの問題であ
る。本件「ライセンス契約」第12.1条によると、「本
契約に起因し、又は本契約に関連する如何なる紛
争、論争又は紛糾は、香港国際仲裁センターに付
託し、仲裁を申し立てる時の仲裁廷の仲裁規則に
基づいて、最終的に仲裁により解決されるものと
する」と定められている。本件のケースでは、莱
佛士国際有限会社が仲裁を提起する事項は、「ライ
センス契約」の履行紛争である。本件の仲裁判断
も仲裁請求を中心に、「ライセンス契約」の紛争に
ついて相応の仲裁判断を下したものである。それ
故に裁決処理の紛争は、当事者が仲裁合意におい
て約定した仲裁付託の範囲内に属する。「ライセン
ス契約」と「ホテル管理契約」が密接な関係を有し、
仲裁判断が事実及び論理を究明する部分において

「ホテル管理契約」の関連状況に触れたが、仲裁判
断は「ホテル管理契約」紛争に対する具体的判断
を下していない。それ故に「ホテル管理契約」紛
争に対する処理を構成していない。本件の仲裁判
断は、「最高人民法院による本土と香港特別行政区
の相互の仲裁判断の執行の取扱」第7条1項3号の規
定する仲裁判断の超過に当らない。

以上より、貴院が本件仲裁判断の執行を認める
べき意見に同意する。

以上、回答する。
（出典：最高人民法院民事審判第四庭編『渉外商
事海事審判指導』人民法院出版社2018年総第35
輯�41頁以下）

Ⅶ．解　説

1　中国の渉外仲裁の司法審査において、国際
的影響に配慮し、渉外仲裁判断の承認・執行が拒
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否される場合、中国の中級人民法院が、事前に必
ず高級人民法院を通じて最高人民法院に報告し、
その回答に基づき、裁定を下すことになっている

（遂級報告制度）5）。今回のケースでは、天津市中
級人民法院が香港仲裁判断の承認・執行の申請に
ついて、争点の一部に意見が分かれ、遂級報告制
度に基づいて、天津市高級人民法院に意見を伺い、
天津市高級人民法院も意見が分かれているため、
最高人民法院に審査意見を報告し、伺いを立てた
ところ、最高人民法院は、本件仲裁判断の承認・
執行を認めるべきとの回答を行ったものである。

中国は、1987年にニューヨーク条約（1958年）
に加入し、外国仲裁判断の承認及び執行において、
中国の人民法院が積極的に協力をしてきた。
2015年から2017年までに出された81件の外国仲
裁判断の承認・執行事例において、承認・執行が
認められなかったのは、3件だけである。また、
仲裁合意の範囲の逸脱として、部分的に承認・執
行されなかったのは、4件である。そのほかの61
件の外国仲裁判断が中国の人民法院の全面的承認
を得て執行された6）。このデータから中国の司法
裁判が国際商事仲裁を支え、できるだけ、外国仲
裁判断を尊重するという姿勢を読み取ることがで
きる。
2　本件は、香港特別行政区の仲裁判断が中国

本土での承認・執行に関する事例である。香港返
還前に中国本土と香港の相互の仲裁判断の承認・

執行については、ニューヨーク条約に基づいて、
行われていたが、香港返還後、香港は、香港特別
行政区として、中国の一部になり、外国仲裁判断
の承認・執行に関するニューヨーク条約が適用す
ることができなくなった7）。「最高人民法院によ
る本土と香港特別行政区の相互の仲裁判断の執行
の取扱」（1999年）が制定されるまでに両地域間
の仲裁判断の承認・執行については、空白期間が
生じた時期もあった。実際に1998年に「仲裁条
項が無権代理人により締結された契約に含まれて
いる場合に」、香港仲裁判断の承認・執行について、

「関連する規則が公布されるまで審査を留保し、
規則制定後に審査を再開すべきである」という事
態が生じた8）。「香港相互執行取扱」が制定され
た後、中国本土と香港特別行政区の相互の仲裁判
断の執行は、「香港相互執行取扱」に基づいて、
行うことになった。ただ、「香港相互執行取扱」は、
基本的にニューヨーク条約に基づいて、制定され
ているので、本件に関する紛争処理の内容が、ほ
とんど変わっていないのは、実情である9）。
3　本件仲裁判断の論点は、①裁決の処理した

紛争が仲裁合意条項の範囲内にあるかどうか、②
管轄異議が双方の約定に基づき、「機関仲裁規則

（2008）」の規定する手続を採用し、受理している
かどうか、③仲裁廷の構成及び仲裁手続が双方の
約定に基づき、「機関仲裁規則（2008）」の規定す
る手続を採用し、受理しているかどうかである。

5）遂級報告制度の根拠規定は、「渉外仲裁及び外国仲裁事項に関わる問題の処理に関する最高人民法院の通知」（1995
年）である。最近の規定として「各中級人民法院又は専門人民法院は、外国に関わる仲裁司法審査事件を取り扱い、
審査の結果、外国の仲裁判断の承認及び執行をしないことを予定する場合には、当該管轄区が所属する高級人民法院
に確認を申請しなければならず、高級人民法院は、審査の結果、同意することを予定する場合には、最高人民法院に
確認を申請しなければならない。最高人民法院による審査の後に、最高人民法院の審査意見に基づき、裁定を下すこ
とができる」（「仲裁司法審査事件の確認申請問題についての関連規定」2条1項）と定められている。なお、同関連規
定において、外国・渉外仲裁の司法審査における遂級報告制度は、国内仲裁の司法審査にも適用されることになった

（2条、3条）。
6）劉敬東「中国法院適用『紐約公約』的成就」劉暁春主編『中国国際仲裁評論』第2巻（法律出版社、2020年）24頁、
中国国際仲裁30人編著『1958年「承認与執行外国仲裁裁決公約」「紐約公約」理論与適用』（法律出版社、2020年）
138頁以下。
7）王莉「中国における本土と香港特別行政区間の仲裁判断の承認・執行」神戸法学雑誌第54巻2号（2004年）177頁
以下。
8）下西祥平「仲裁条項が無権代理人により締結された契約に含まれている場合に、外国仲裁判断の承認・執行が拒
絶された事例」JCAジャーナル65巻10号（2018年）17頁以下。
9）劉暁春主編『中国国際仲裁評論』第2巻（法律出版社、2020年）4頁以下。
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②と③については、天津市第一中級人民法院と天
津市高級人民法院は、被申立人Yの執行拒絶の抗
弁事由を否定した。①の判断について、両人民法
院には、迷いが生じ、最高人民法院の判断に伺い
を立てたのである。最高人民法院は、本件の仲裁
判断が、「香港相互執行の取扱」第7条1項3号の規
定する仲裁判断の超過に当らないと判定した。

仲裁判断の超過に当らないという最高人民法院
の判断枠組みは、以下の通りである。本件仲裁判
断が事実及び論理を究明する部分において、仲裁
合意の管轄外の「ホテル管理契約」の関連状況に
触れたが、その仲裁判断は「ホテル管理契約」紛
争に関する具体的判断を下していない。それ故に

「ホテル管理契約」紛争に対する処理を構成して
いない。従って、仲裁合意の範囲の逸脱とは言え
ないと判定した。ここにおいて、最高人民法院は、

「ライセンス契約」と「ホテル管理契約」が密接
な関係を有することを踏まえて、仲裁判断が、管
轄していない紛争に対し評価を行ったことと、仲
裁判断の内容を分けて考えている。仲裁判断の内
容は、実質的に「ホテル管理契約」紛争の処理に
触れていない以上、仲裁合意の範囲を超える事項
に関する判断を含まないという見解を示した。こ
れは、仲裁判断の国際執行の容易化というニュー
ヨーク条約の精神を体現しており、妥当な判定と
言える。
4　最高人民法院は、2015年12月25日に既に同

様な見解を示した。「申立人西特福船運公司及び
被申立人中国電子進出口山東公司、栄成市西霞口

船業有限公司の外国仲裁判断の承認及び執行を申
請する事例」において、最高人民法院は、技術上
の紛争を解決する手続規定の目的と仲裁合意の目
的を区別し、両者を分けて考えることにした。結
論として、「本件の仲裁判断が仲裁合意の範囲を
超えて、技術的紛争の解決を図った」ものとは言
えないことにした10）。このように最高人民法院は、
国際商事仲裁を支持するために渉外仲裁判断を可
能な限り、尊重するスタンスをとっている。
5　このケースは、2020年11月27日に中国本土

と香港特別行政区における仲裁判断の相互執行に
関する「十大典型事例」のひとつとして選ばれま
した11）。これは、「香港相互執行取扱」が施行され
た20周年を記念して行われたものである。その行
事の中で、「十大典型事例」の公表は、両地域間
の司法共助のシステムをさらに完全化させ、民衆
の司法ニーズに応答するために探索した新たな措
置であると評価されている。それと同時に「本土
と香港特別行政区の相互の仲裁判断の執行に関す
る追加取扱」が締結された12）。その中で、両地域
間における仲裁判断の相互承認・執行の範囲を拡
大し、仲裁に対する司法の支持を強めた13）。また、
仲裁申立人が同時に中国本土と香港で仲裁判断の
執行に関する申請ができるようになった。そして、
両地域において、仲裁判断の執行申請の前後を問
わす、保全措置を申請することができるように
なった。今回のケースは、その後の流れを見ると、
ある意味では、中国本土と香港特別行政区間の司
法共助性を高めたひとつの通過点と言える。

10）王晨「中国の民事判決と異なる外国仲裁判断が承認された事例」JCAジャーナル66巻6号（2019年）31頁以下。
11）最高人民法院「内地与香港特別行政区発布相互執行仲裁裁決的典型案例」（最高人民法院網、2020年11月27日）。
12）「内地与香港特別行政区今日簽署相互執行仲裁裁決的補充安排」（最高人民法院網、2020年11月27日）。
13）香港の「仲裁条例」に基づき下した仲裁判断は、中国本土の人民法院に審査・執行を申請することができるよう
になった。即ち、香港仲裁機関の仲裁判断のほかにアド・ホック仲裁、香港仲裁機関以外の仲裁機関の仲裁判断も中
国本土の人民法院による承認・執行の対象になった。また、中国本土の仲裁判断についても、本土の仲裁機関が下し
たという限定が外された。中国の「仲裁法」に基づき、出された全ての仲裁判断は、香港の裁判所による承認・執行
の対象になった。
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申 立 人：�Iberdrola�Energía,�S.A.�（スペイン）
被申立国：�グアテマラ共和国
事件番号：�PCA�Case�No.�2017-41
判 断 日：�仲裁判断�2020年8月24日
仲 裁 廷：�Gabrielle�Kaufmann-Kohler（長・スイス）
　　　　　�Pierre-Marie�Dupuy（申立人選任・フ

ランス）
　　　　　�J.�Christopher�Thomas（被申立国選任・

カナダ）
出　　典：�https://pca-cpa.org/en/cases/162/�
　　　　　�https://jusmundi.com/en/document/

decision/en-iberdrola-energia-s-a-v-
the-republic-of-guatemala-final-
award-monday-24th-august-2020�

本件判断のポイント

�・�res� judicataの問題が国際法と仲裁地法（スイ
ス法）に基づいて判断された。

�・�triple� identityテストに基づき前ICSID仲裁の
管轄権否定判断のres�judicataを認め、本
UNCITRAL仲裁における申立人の請求が遮
断された。

�・�投資条約上には明示的なfork-in-the-road条項
が存在していなかったものの、解釈により

fork-in-the-road条項の存在を認定したうえで
適用し、管轄権を否定した。

�・�反対請求について、投資条約と仲裁規則が矛
盾する場合においては前者が優先するとし、
反対請求をする権利を被申立国は有さないと
した。

Ⅰ．事実関係

A. 申立人
申立人はスペインにて設立されたIberdrola�

Energía,�S.A.である（以下「Iberdrola」又は「申
立人」）［para.�1］。

1998年、申立人はコンソーシアムを組んでグ
アテマラ共和国（以下「グアテマラ」又は「被申
立国」）の電力会社であるEmpresa�Eléctrica�de�
Guatemala,�S.A.（以下「EEGSA」）の株式の
80.8%（申立人の間接出資比率は39.64%）を取得
した［paras.�46�&�67］。

グアテマラは2008年から2013年における電力
料金の決定に際して、種々の措置を講じた2）。こ
れに対し、EEGSA及び申立人は以下の法的手続
に訴えた。

（i）� EEGSAはグアテマラ国家電力委員会に対す
る訴えをグアテマラ国内裁判所に提起した。

投資協定仲裁判断例研究（133）
前ICSID仲裁における管轄権否定判断のres judicataを肯定し、また同仲裁の提起を理由に
fork-in-the-road条項の適用を認めた事例

伊藤竜治1） Ryuji Ito

投資協定仲裁判断研究会　株式会社日本貿易保険 企画部 制度グループ

1）本稿は筆者の個人的見解であり、所属組織の見解を反映するものではない。
2）本件と同一の事実関係を有する別の仲裁事件として、TECO事件が存在する。グアテマラの措置や同事件の詳細
については、蔵元左近「投資協定仲裁判断例研究（69）」JCAジャーナル62巻7号（2015年）26頁。
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最終的には憲法裁判所によってEEGSA敗訴
の判決が下された。

（ii）� Iberdrolaはグアテマラ-スペイン投資条約
（以下「本件BIT」）に基づき、ICSID仲裁を
申し立てた（以下この仲裁手続を総じて

「Iberdrola�I」）。仲裁廷は、裁判拒否以外の
請求については国内法上の請求に過ぎない
として管轄権を否定した。

（iii）�IberdrolaはICSID条約52条に従ってIberdrola�
I判断の取消請求を申し立てたが、特別委員
会は同請求を認めなかった［para.�47］。

B. 仲裁申立て
2017年11月15日、 申 立 人 は 本 件BIT及 び

UNCITRAL仲裁規則（1976年）（以下「本件規則」）
に基づき、本仲裁を申し立てた。申立人は、本件
紛争は条約上の請求に関するものであるために本
仲裁廷は管轄権を有しており、また、被申立国は
本件BIT上の義務に違反し、損害を賠償する責任
があると主張した［paras.�55�&�85］。被申立国は、
本件紛争は既に国内裁判所及びIberdrola�I仲裁廷
によって判断されていることから、res�judicata
及びfork-in-the-road条項等を理由に本仲裁申立
ては封じられるとし、また、申立人のfork-in-
the-road条項違反に起因した損害賠償に係る反対
請求を行った［paras.�48-54］。

Ⅱ．判断要旨

A. 管轄権及び受理可能性
1.�法的枠組み

res�judicataは国際法に準拠して判断されるべ
き点について、当事者間に争いはない。同時に、
本件の仲裁地はジュネーブであり、本仲裁手続は
スイス国際私法の国際仲裁に関する強行法規に服
することになる［para.�236］。スイスの判例法理
によると、res�judicataに違反した仲裁判断は公
序に反することになり、取消しの対象になり得る。
res�judicata違反を検討するに際し、スイス連邦

裁判所（以下「SFSC」）はまず、前訴たる外国
判決や仲裁判断のres�judicataの存在及び範囲を、
当該判決又は判断が下されるのに根拠となった法
規（本件では国際法）に基づいて判断する。その
後、SFSCは当該判決又は判断が有するres�
judicataがスイス法上のres�judicataよりも広いも
のになっていないことを確認する。このような
res�judicataの判断は外国判決又は仲裁判断がス
イスにおいて承認され得る場合にのみ行われる。
Iberdrola�I判断はICSID仲裁判断であり、スイス
はICSID条約締約国であるため、同国はICSID条
約54条1項上の同判断の承認義務を負うことか
ら、同判断は上記res�judicata判断の対象となる

［paras.�239-240］。
本仲裁廷は仲裁判断を仲裁地法において有効な

ものにする責務を負っているため、国際法に従っ
てres�judicataを検討する際、スイス法にも整合
するようにしなくてはならない。後述の通り、国
際法上及びスイス法上のres�judicataは結果を左
右するほどの差異はないため、問題は生じない

［para.�242］。
2.�管轄要件の職権調査

申立人は本件紛争が「条約により規律されてい
る事項（“matters�governed�by�the�Treaty”）」から生
じたものであることを証明する必要がある。この
点、申し立てられた事実は仮に証明されたのであ
れば条約違反を構成し得るかという基準の下、pro�
temテスト3）を満たす必要がある。Iberdrola�I仲裁
廷はこれが充足されていないとした［para.�254］。
3.�res�judicata

ここで最も重要な問題は、Iberdrola�I仲裁廷の
管轄権否定判断によって、申立人の請求が封じら
れるか、つまりは同判断のres�judicataの効果と
して、Iberdrola�I仲裁廷が判断した管轄権に関す
る問題を本仲裁廷が再度扱うことは否定されるか
否かである［para.�255］。

res�judicataとは、同一の当事者、同一の請求
主題、及び同一の請求原因（‘triple�identity’�基準）
が存する後訴手続において、前訴の終局判断は確

3）prima�facieテストと同義。同テストについて、後掲注19参照。
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定的な効力を有するとする一般法理である。res�
judicataには積極的作用（判決又は判断は、再審
の場合を除き、終局的で、かつ当事者間を拘束す
るものであり、通用するもの）と消極的作用（判
決又は判断における主題は再度争われることはな
い）があるとされる［paras.�256-257］。

（1）管轄権否定判断はres�judicataを有するか
本仲裁廷は以下で言及する一定の例外を除き、

原 則 と し て 管 轄 権 否 定 判 断 に お い て もres�
judicataを有するとする両当事者の主張に同意す
る。国際法上及びスイス法上、管轄権否定判断は
仲裁手続を終結させるため、終局的かつ拘束力あ
るもので、遮断効を有する。ICSID条約53条にお
いてもICSID仲裁判断の終局性及び拘束力が確認
される［paras.�260-262］。

そのため、管轄権否定判断にはres�judicataが
あり、同種の主題を取り扱う後続の仲裁廷に遮断
効が及ぶことは明白である。他方、管轄の瑕疵

（jurisdictional�flaws）の中には治癒可能なものが
あり、その場合、管轄権否定判断は遮断効を欠く。
冷却期間（cooling-off�period）の徒過や他の紛争
解決手続の放棄といった手続要件が前訴において
充足されていなかった場合には、瑕疵は治癒され
ることがある。他方、Iberdrola�I判断にはそのよ
う な 瑕 疵 は な く、 後 述 の 通 り 同 判 断 はres�
judicataを有する終局的で拘束力ある判断である

［paras.�266-269］。
（2）res�judicataの要件

先例によると、res�judicataが認められるため
にはtriple� identity�テスト（①当事者の同一性、
②請求主題の同一性、③請求原因の同一性）を満
たす必要があるとされる。スイス国内裁判所にお
いても同様のテストが採用されているが、そこで
求められる要件は①と②だけである。一方、より
厳格な国際法上の基準を適用することで、本仲裁
廷は後述の通り、本仲裁とIberdrola�I仲裁との間
にtriple� identityがあることを認める。そのため、
スイス国内法上の要件も必然的に満たす［paras.�
274-275］。

第1に、Iberdrola�I仲裁と本仲裁のどちらにお
いても申立人はIberdrola�Energía,�S.A.�であり、

被申立国はグアテマラ共和国である［para.276］。
第2に、請求主題の同一性は存在する。両仲裁

において、申立人の本案請求は被申立国が本件
BITに違反したこと、及び賠償金の支払いを命じ
ることについて、また、管轄権に係る請求は仲裁
廷が本件BIT11条1項に従って管轄権を有するこ
とについて判断を求めるものであった［paras.�
277-280］。

第3に、請求原因の同一性も存在する。申立人
が援用する仲裁廷の管轄権を基礎付ける法的根拠
はどちらの仲裁においても、本件BIT11条1項で
ある。Iberdrola�I仲裁が本件とは異なる仲裁規則
に従ったという事実は関係ない。本案請求も本件
BIT3条違反という同一の請求原因に基づいたも
のである［paras.�281-283］。

また国際法上、res�judicataにより後訴での請
求が禁止されるのは、当該請求が前訴において終
局的に解決されている場合においてのみである。
本件請求がIberdrola�I仲裁において終局的に解決
されたかを確認するため、Iberdrola�I判断の主文
を必要に応じて判断理由を参照しながら精査す
る。同判断主文より、管轄権が否定された請求は
条約上の請求であったことは明らかである。否定
された理由が治癒可能か否かを確認するために
は、仲裁判断の本文に目を向ける必要がある

［paras.�290-292］。
Iberdrola�I判断によると、問題となった事実は

仮に証明されていたとしても、条約違反を構成し
なかったとされる。なぜなら、申立人の請求は裁
判拒否を除き、グアテマラ法上の問題であったか
らである。Iberdrola�I仲裁廷は申立人に対して審
問の前、審問中及び審問後において請求を補正す
る十分な機会を与えた後に判断をしている。同仲
裁廷は申立人に対し、「実際に申し立てられてい
る条約違反について、それがどのようなもので
あって、具体的にどの行為が違反を構成したの
か」、審問後提出書面（post-hearing�brief）にお
いて述べるよう明示的に要請することさえしてい
る。よって、Iberdrola�I判断が「終局的に解決し
た」事項は、本仲裁廷に提起されている請求と同
一の請求に対する、本件BIT11条に従った管轄権
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の存在についてである［paras.�294-296］。
一方で申立人は、Iberdrola�I仲裁廷は紛争の原因

である事実関係は条約違反に相当し得ないという
ことは判断しておらず、申立人の主張方法

（formulated�its�claims）に従い、申立人の請求は国
内法上の請求であり、管轄権を有さないと判断し
たに過ぎないと主張する。しかし、Iberdrola�I仲裁
廷の判断は事実関係の評価結果に基づくものであ
り、申立人の主張方法に基づくものではない。仮
にIberdrola�I仲裁廷が申立人の主張方法に影響を受
けていたとしても、結論は変わらない。なぜなら、
主張方法は治癒できる瑕疵ではなく、前述の通り
本件請求はIberdrola�I仲裁におけるものと同一の請
求であるからである［paras.�297-298］。

（3）res�judicataにおける結論�
以上より本仲裁廷は、本件請求は「条約により

規律されている事項」かという問題は、Iberdrola�
I判断が終局的に解決したものと判断する。
Iberdrola�I仲裁廷は、申立人の請求は「条約によ
り規律されている事項」に関連していないとし、
事項的管轄を欠くと判断した。よって、本仲裁廷
は本件につき管轄権を有さない。この結論は国際
法に基づいたものであるが、スイス法にも合致す
ると考える。Iberdrola�I判断はスイス法上も国際
法と同様のres�judicataを有する［para.�307-308］。

ここで検討を終了することは可能であるが、反
対請求の根拠にもなっていることから、次にfork-
in-the-roadに係る抗弁を検討する［para.�311］。
4.�Fork�in�the�road

（1）11条2項はfork-in-the-road条項か
本件BIT11条2項は、ある紛争に関してある紛

争解決手段を選択した投資家が、同様の紛争につ
いて後に別の選択をすることができるかは明確に
は述べていない。しかしながら、スペイン王立ア
カデミースペイン語辞典を参照し、“a�elección�
del�inversor”�(at�the�choice�of�the�investor)�とい
う文言と�“o”� (or)という接続詞の通常の意味に従
うと、投資家はいずれかの紛争解決手段を選択し
なくてはならず、一度選択すると同じ紛争のため
に別の選択をすることはできないことが分かる

［paras.�325-326］。

（2）fork-in-the-road条項を発動させる紛争は何か
11条2項が対象とする「紛争」は条約により規

律されている事項のみであり、そして当該紛争の
みがfork-in-the-road条項を発動させるのである。
よって、EEGSAによる国内訴訟はfork-in-the-
road条項を発動させていない。国内訴訟において
は、本件BIT上の事項ではなく、国内法上の事項
が扱われている。一方、Iberdrola�I仲裁との関係
では前述の通り、triple� identityテストが満たさ
れている。したがって、申立人は本件紛争を解決
するために既にICSID仲裁を選択していたため、
本UNCITRAL仲裁に訴えることはできない

［paras.�333-337］。

B. 反対請求
申立人がfork-in-the-road条項に違反したこと

を理由に、被申立国は同違反によって被った損害
賠償を求める反対請求をしている［para.�352］。

本件BIT11条1項及び2項によると、仲裁に付託
できる紛争は本件BITにより規律されている事項
に関する紛争であり、当該紛争は投資家だけが付
託できる。このことは同条の文言から明らかであ
る［para.�386］。

被申立国は投資家のみが仲裁を開始させること
ができる点は認めながらも、複数の先例と本件規
則19条3項に基づき、仲裁開始後には反対請求を
することができると主張する。ここでの問題は
BITが具体的な仲裁規則に言及することで、本件
規則19条3項が反対請求を許容する形で仲裁合意
に組み込まれる（incorporated）か否かである

［paras.�387-388］。
この点、仲裁規則よりも条約の文言が優先され

るものとする。本件BIT上は投資家のみが請求を
することができるとされ、それは本件BITが参照
する仲裁規則との間のあらゆる矛盾に優先するた
め、被申立国は反対請求をする権利を有さない�

［paras.�389-391］。

C. 費用
UNCITRAL規則40条1項上、原則は敗訴者負

担である。本件では管轄権が否定されたことから、
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申立人は仲裁費用の全てを負担すべきである。弁
護費用の負担配分については同条2項上、仲裁廷
に裁量がある。事件の全事情に鑑み、申立人が仲
裁廷の費用全て（EUR�446,645.89）、及び被申立
国の弁護費用のうち3分の1（USD�400,747.）を
負担するよう決定する［paras.�412-414］。

Ⅲ．解　説

A. 仲裁地法（スイス法）
仲裁手続については、ICSID仲裁の場合は

ICSID条約の中で完結する一方、本件のような非
ICSID仲裁の場合は一般に仲裁地法にも服する4）。
例えば、本件規則1条2項（“These�Rules�shall�
govern�the�arbitration�except�that�where�any�of�
these�Rules�is�in�conflict�with�a�provision�of�the�
law�applicable�to�the�arbitration�from�which�the�
parties�cannot�derogate,� that�provision�shall�
prevail.”）でいう“the� law�applicable�to�the�
arbitration� from�which� the�parties� cannot�
derogate”には基本的に仲裁地法の強行法規が該
当するとされる5）。そのため、本件BIT11条3項
では適用法規は国際法とされていたが、問題と
なったres�judicataは仲裁地であるスイス法上の
強行法規に関係したことから、本仲裁廷は国際法
とスイス法の両方に整合する形で判断する必要が
あったものと考えられる。

本件ではスイスはICSID条約締約国であり、同
条約54条1項上、Iberdrola�I判断を「拘束力があ
るものとして承認」する義務を負うため、スイス
法上のres�judicataの問題が生じることになった
が、本件は厳格であるとされるtriple� identityテ
ストを満たす事実関係であったことから、国際法
上もスイス法上も問題なくres�judicataが認めら

れる事案であった。他方、一般論として、ICSID
条約非締約国や、スイス法とは全く異なる法制度
を有する国において非ICSID仲裁が提起され、
ICSID仲裁判断のres�judicataが論点となった場
合、本件とは異なる理由付けがされる可能性はあ
るといえる。

なお、本件では申立人はハーグを、被申立国は
パリを仲裁地と指定し、最終的には（本件規則
16条1項に基づいて）仲裁廷がジュネーブを仲裁
地とした6）が、両当事者が何を意図して仲裁地を
指定していたかは判断文上は不明である。

B. res judicata
1.�管轄権否定判断のres�judicata

国際法上、本案判断のみならず、管轄権判断に
おいてもres�judicataは認められる7）。そして、
Iberdrola�I判断のres�judicataを導くために、
triple� identityテストを適用し、前訴で終局的に
判断された事項の客観的範囲を確定（本件では「条
約により規律されている事項」を欠くことによる
事項的管轄の否定）のうえ、それと矛盾抵触する
申立人の請求（本件では「条約により規律されて
いる事項」が存在することによる事項的管轄の肯
定）を排斥した本仲裁廷のアプローチ自体は先例
と比較しても特別なものではない。他方、本仲裁
判断によると、管轄権否定判断においては、管轄
権を否定する根拠となった要件の不充足がその後
充足可能（瑕疵が治癒可能）な場合にはres�
judicataは適用されないとされる。これは、申立
人は実体的な権利義務関係の確定を求める一方
で、管轄権否定判断ではそれはできず、実効的な
紛争解決にも繋がらないことから、申立人に本案
審理を可及的に保障しようとする要請によるもの
と思われる8）。それゆえ、基準時9）後であったと

4）G.�Kaufmann-Kohler�&�M.�Potestà,�Investor-State�Dispute�Settlement�and�National�Courts:�Current�Framework�
and�Reform�Option�(Springer�Nature,�2020),�pp.�55-56.
5）Wintershall�v.�Qatar,� (Partial�Award�on�Liability,�29�January�1988),�International�Legal�Materials,�vol.�28(4),�
1989,�p.�801.
6）本仲裁判断�para.�7.
7）Application�of�the�Convention�on�the�Prevention�and�Punishment�of�the�Crime�of�Genocide� (Bosnia�and�
Herzegovina�v.�Serbia�and�Montenegro),�Judgment,�I.C.J.�Reports�2007,�p.�43,�para.�138.
8）See,�本仲裁判断�para.�310.
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しても、管轄の瑕疵を治癒すれば訴えの再提起は
可能となることから、Iberdrolaは本件瑕疵（請
求が事項的管轄の要件である「条約により規律さ
れている事項」に該当しなかったというもの）は
治癒可能であり、かつ治癒されたと主張したもの
の、本仲裁廷は本件瑕疵の治癒は不能であると結
論付けた。
2.�管轄の瑕疵の治癒

本仲裁廷は治癒可能な瑕疵として、冷却期間の
徒過や他の紛争解決手続の放棄等といった手続要
件を挙げる。これらは比較的充足の有無が明らか
な要件であるが、他方で本件瑕疵については、申
立人の請求内容及び根拠事実を詳細に分析したう
えで評価する必要があり、その判断は前述の手続
要件に比べ容易ではない。また、本仲裁廷は治癒
が可能ではないとする理由として、Iberdrola�I仲
裁廷が申立人に何度も「条約により規律されてい
る事項」を主張するよう明示的に要請しており、
十分な手続保障が申立人に与えられていたことを
挙げ10）、それにもかかわらず立証に失敗した申立
人の帰責性も考慮されたと思われる。

管轄権否定判断のres�judicataを認めた他の例
としては、Apotex事件が存在する11）。同事件では、
新薬簡略承認申請の「投資財産」性が争われたが、

「投資財産」性が否定される場合も治癒が不能な
例として挙げられるであろう。

C. fork-in-the-road条項
fork-in-the-road条項とは、紛争が生じた際に

１つの紛争解決方法を選択した場合、同一紛争に
ついて他の紛争解決方法に訴えることができない
とする条項である。これはエネルギー憲章条約
26条3項（b）（i）のように明示される場合もある
が、本件は明示の規定はなく、“elección“（choice）
や“o”（or）という文言の辞書的解釈によって同
条項が導出された事例になる。

明示されていないfork-in-the-road条項を導出し
た他の例としてはPanteckniki事件が存在する12）。
また、英国13）やドイツ14）のモデルBITについて、
明示はされていないがfork-in-the-road条項が含
意されていると評価する論者もいる15）。

解釈にてfork-in-the-road条項を導くのは仲裁
手続経済や矛盾判断回避、被申立国の応訴負担の
軽減には資するものの、投資家側の投資条約仲裁
の利用可能性を予見しないうちに奪うことになら
ないか、またBIT締約国としてもfork-in-the-road
条項を規定する意図が本当にあったのか疑問が残
る16）。いずれにせよ、法的手続に訴える前には
fork-in-the-road条項と解釈できる余地のある文
言がないか、慎重に条約を分析する必要がある。

D. 反対請求
投資条約仲裁において被申立国が反対請求をす

9）国際法上、管轄権の判断基準時は訴え提起時とされる。Application�of�the�Convention�on�the�Prevention�and�
Punishment�of�the�Crime�of�Genocide�(Croatia�v.�Serbia),�Preliminary�Objections,�Judgment,�I.C.J.�Reports�2008,�p.�
412,�para.�79.
10）本仲裁判断�paras.�268�&�294.
11）Apotex�Holdings�Inc.�and�Apotex�Inc.�v.�U.S.A,�ICSID�Case�No.�ARB(AF)/12/1,�Award,�25�August�2014,�paras.�
7.1-7.62.�清水茉莉「投資協定仲裁判断例研究（68）」JCAジャーナル62巻6号（2015年）10頁。なお、同事件の前訴
はUNCITRAL仲裁であった。
12）なお、同事件判断文上では、問題となったアルバニア‒ギリシャBIT10条2項はfork-in-the-road条項か否かを
Pantechniki側が争ったかについては不明である。Pantechniki�v.�Albania,� ICSID�Case�No.�ARB/07/21,�Award,�30�
July�2009,�paras.�53-67.
13）Art.�8(2)� [Alternative],�https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/2847/download（2021年3月1日閲覧）。
14）Art.�10(2),�https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-files/2865/download

（2021年3月1日閲覧）。
15）M.�A.�Petsche,�The�Fork�in�the�Road�Revisited:�An�Attempt�to�Overcome�the�Clash�Between�Formalistic�and�
Pragmatic�Approaches,�Washington�University�Global�Studies�Law�Review,�Vol.�18(2)�(2019),�p.�428.
16）なお、本仲裁廷は採用しなかったが、申立人はスペインとグアテマラの条約慣行として、fork-in-the-road条項
を規定する際は明示していることを主張した。本仲裁判断�para.�327.
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るには、仲裁規則において反対請求が認められる
のみならず、投資条約の紛争解決条項にて反対請
求が許容される必要がある17）。そのため、本件規
則において反対請求が認められるとしても、本件
BIT上は反対請求が認められず、反対請求に対す
る管轄権を欠くとした本判断は首肯できる。

他方、本件で特筆すべきなのは、被申立国が申
立人によるfork-in-the-road条項違反を理由に、
法的費用及び精神的損害に係る賠償請求を行った
点にある。本請求の管轄権が否定された際にも反
対請求ができるのか、また、fork-in-the-road条
項は賠償請求の根拠となる性質を有するのかと
いった論点は残るものの、このような被申立国の
態度は、投資家が法的手続を複数利用することに
対する牽制になり得ると思われる。

なお、本件では反対請求は扱われなかったもの
の、被申立国は法的費用の一部を申立人に負担さ
せることについては成功している。

E. Iberdrola仲裁とTECO仲裁
本仲裁廷はTECO判断も考慮対象としつつも18）、

本件ではres�judicataとfork-in-the-road条項の適
用により、Iberdrola�I判断との関係が問題となっ
たため、TECO判断自体は本件とは直接の関係は
なかった。他方、両判断は同一事実関係から生じ
た紛争において異なる事実評価がされた事例とし
て注目に値するため、最後に言及する。

TECOはEEGSAへの投資におけるパートナー
の一社であり、TECOも仲裁を申し立てた。そし
てTECO判断では、prima�facieテスト19）に依拠し、

「申立人が主張する事実を真実と仮定した場合、
条約違反を構成し得るか」という基準の下、条約
上の紛争があるとして管轄権が肯定され、さらに
条約違反も認定されてグアテマラに賠償金の支払
いが命じられた。グアテマラは支払いを拒み続け
たものの、ニューヨーク最高裁による差押え

（USD�15.75�mil.）もあり、2020年11月には支払
いを履行した20）。他方、Iberdrola�I判断では
TECO判断と同一の事実関係の下、同様の基準で
審査したのにもかかわらず、「条約により規律さ
れている事項」はないとして管轄権が否定された。
この点、特別委員会は、Iberdrola�I仲裁廷のアプ
ローチは厳しくはあるが合理的であり、管轄権不
行使に係る消極的権限踰越はないとした一方、他
の仲裁廷であったならば、本件紛争は少なくとも
prima�facieには条約上の紛争として扱われた可能
性があったと述べる21）。

もっとも、TECO仲裁とIberdrola仲裁について
は、それぞれが扱った紛争は当事者や主張、適用
条約が異なることから全く別物であるともいえ22）、
それゆえに判断が異なることは不思議ではない。
これを踏まえると、両仲裁は他投資パートナーが
勝訴したとしても、自身も必ず勝訴するとは限ら
ないことを示す実例であるといえる。

17）菊間梓「投資協定仲裁における投資家の違法行為の扱い」国際法研究7号（2019年）93頁。
18）本仲裁判断�paras.�87-91�&�228-229.�
19）投資仲裁においては、申立人の主張は「一応の」合理性を有するものかを判断するために用いられるテストで、
仲裁手続経済の観点から根拠を明白に欠く些末な、又は濫用的な請求を排除する趣旨を有するものと考えられる。
See,�Salini�v.�Jordan,�ICSID�Case�No.�ARB/02/13,�Decision�on�Jurisdiction,�9�November�2004,�paras.�146�&�151.
20）https://www.centralamericadata.com/en/article/home/Guatemala_Pays_Debt_to_TECO_Energy（2021年3月1日
閲覧）。
21）Iberdrola�v.�Guatemala�[I],�ICSID�Case�No.�ARB/09/5,�Decision�on�Annulment,�13�January�2015,�paras.�93-94.
22）実際、同様の理由でTECO仲裁廷はIberdrola�I判断に依拠しないとした。TECO�[I]�v.�Guatemala,�ICSID�Case�
No.�ARB/10/23,�19�December�2013,�paras.�485-488.
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1. OLG Frankfurt, Besch.v.3.6.2019, SchiedsVZ 
2020,185

【要旨】
当事者間の契約中に「管轄地」を指定する条項

があっても、それは仲裁地の指定、あるいは仲裁
手続を援助する裁判手続についての管轄権の指定
と理解できるから、約款中におかれた仲裁条項と
矛盾抵触するものではない。

【事件概要】
機械の製造販売を業とするX（本件原告）は、

イエメン会社Y（本件被告）との間で、包装用機
械の販売を内容とする英文契約を締結したが、そ
の第7項には、ドイツ法を準拠法とし、ヘッセン
州フリートベルクを「管轄地ならびに履行地」

（place of jurisdiction and performance；独語訳は
Ort des Gerichts und der Erfüllung）とする旨の
条項が含まれていた。他方、「契約の構成部分」
と明記して添付されたXの普通取引約款第46項
は、「本契約から、又は本契約との関係において
生じる全ての紛争は、国際商業会議所（ICC）の
仲裁規則に基づき、当該規則に従って選任される
1人又は複数の仲裁人により、最終的に解決され
るべきものとする」との定めをおく。

2018年11月、Yは、Xの債務不履行を理由とし

て損害賠償を求めるICC仲裁手続を開始した。こ
れに対してXは、本件契約第7項は契約に基因す
る紛争につき国家裁判所の管轄権を定めており、
約款中の仲裁条項はそれと矛盾抵触するから適用
されないと主張して、ドイツ民事訴訟法（ZPO）
1032条2項1）に基づき、当該仲裁手続が許されな
いことの確認を求める訴えを提起した。
【決定要旨】　請求棄却。

本件約款第46項におかれた仲裁条項は、ZPO 
1029条1項2）が規定する仲裁合意の要件を充足し
ており、本件契約に基因する全ての紛争につき、
国家裁判所の利用を排除して、専らICC仲裁裁判
所により解決すべき旨を明記している。当該条項
は、当事者間の契約中で明示的に引用され、契約
書に添付された約款中におかれたものであるか
ら、当事者が契約準拠法として指定したドイツ法
上、有効に契約中に取り込まれたといえる。
ZPO1031条3項は、仲裁条項を記載した書面が契
約中で引用されており、「この引用が当該仲裁条
項を契約の構成部分としている場合」に方式上の
有効性を認めるから、本件仲裁条項は方式要件も
充たす。ニューヨーク条約7条は、条約よりも緩
やかな要件を定めた国内法の適用を排除しないか
ら、本件仲裁条項が条約2条の方式要件を充足す

国際商事仲裁ADR判例紹介（14）

中野俊一郎 Shunichiro Nakano

神戸大学大学院法学研究科教授

1）ZPO1032条2項「仲裁廷が構成されるまでは、裁判所に対して、仲裁手続の許可又は不許可の確認を求める申立
てをすることができる。」
2）ZPO1029条1項「仲裁合意とは、当事者での合意であって、契約に基づくか否かを問わず、一定の法律関係につき、
当事者間で生じているか生じるであろう全ての又は個別の紛争を、仲裁廷の判断に付託するものをいう。」
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るかどうかは問題にならない。
契約解釈の一般原則によれば、本件主契約の第

7項におかれた「管轄地」条項と本件仲裁条項は
矛盾抵触するものではない。「管轄地」をヘッセ
ン州フリートベルクとする合意は、その文言上、
当事者間での契約紛争の判断を国家裁判所に委ね
たものと理解することはできない。Xは、1969年
3月26日の連邦通常裁判所判決3）を引用して、本
件主契約第7項と本件仲裁条項は矛盾抵触すると
主張する。しかし同判決の事案においては、当事
者間の契約中に、仲裁条項とともに、「契約関係
に基因する全ての紛争に関する訴え」が、一方当
事者の主たる営業所所在地を管轄する裁判所で提
起されるべき旨の合意がおかれていたのであり、
本件の事実関係とは異なる。
「仲裁」を意味するドイツ語（Schiedsgerichts- 

barkeit）が示すように、仲裁廷は私的裁判機関
として「裁判権（Gerichtsbarkeit）」を行使する
の で あ り、 英 語 に も「 仲 裁 管 轄 権（arbitral 
jurisdiction）」という表現がある。この点から考
えると、本件契約における「管轄地」の指定は、
フリートベルクを仲裁地とする趣旨だと理解する
ことができよう。仮にこれを国家裁判所の管轄権
の指定と見るとしても、そこでいう管轄権は、保
全的・暫定的措置の命令に関する裁判所の管轄権

（ZPO1033条）、仲裁人の選定・忌避に関する裁
判所の管轄権（ZPO1062条）のように、仲裁合
意が存在する場合にも裁判所に認められる管轄権
をさすものと理解することができる。従って、「管
轄地」を指定する本件契約上の合意は、本件仲裁
条項と矛盾・抵触するものとはいえないから、本
件仲裁条項は有効と認められる。

2. O L G F r a n k f u r t ,  B e s c h . v .16.9.2019, 
SchiedsVZ 2020,94

【要旨】
仲裁判断で支払いを命じられた債務者が国内に

動産しか所有しないという事実は、仲裁判断に基

づく保全のための仮執行を認めるには十分でない。
【事件概要】

ZPO1063条2項は、仲裁判断の取消しや執行宣
言の申立て等に関する裁判を行うにあたり、裁判
長は、「相手方を事前に審尋することなく、申立
人が、当該申立てに関する裁判までの間に、仲裁
判断に基づく執行……を行いうる旨を命じうる」
とし、これに基づく仲裁判断の執行は「保全のた
めの措置を超えるものであってはならない」とい
う。事案の詳細は不明であるが、本件では、内国
に本拠をおくX（原告）と外国に本拠をおくY（被
告）の間でドイツを仲裁地とする仲裁が行われ、
Xへの金銭支払いをYに命じる仲裁判断が下され
た。Yは仲裁手続費用予納額からの償還を仲裁機
関から受け取る権利を有するが、そのほかに見る
べき資産を国内に有しない。そこでXは、仲裁判
断の執行宣言を求めるとともに、ZPO1063条2項
に基づく仮執行を申し立てた。
【決定要旨】　申立て却下。

Yのドイツ国内における事業活動及びその資産
状況に関するXの陳述は、仮執行命令の発令がな
いと仲裁判断に基づくXの債権の実現が危ぶまれ
る、との結論を導くに足りるものではない。当裁
判所はかつて、債務者が、取消し又は執行宣言の
手続の間にすぐさま外国に移転できるような財産
しか内国にもたない場合には、保全執行を根拠づ
ける「債権者が完全な満足を受けられない危険性」
が認められうる、という見解をとったが4）、現在
では制限なくこれに固執するものではない。執行
の可能性が危殆に瀕することを確定的に根拠づけ
るためには、執行債務者による執行妨害の危険性
も含め、あらゆる事情を評価すべきところ、本件
ではこれを認めることができない。保全執行は、
例えば執行債務者が破産に瀕している場合に、執
行債権者を他の債権者よりも優先させるための手
段ではなく、本件で唯一認められる事情、すなわ
ち国外での執行に通常かつ一般的に伴う困難を、
国内執行債権者のために緩和する手段でもない。

3）BGH, U.v. 26.3.1969, BGHZ 52, 30.
4）OLG Frankfurt, Besch.v.23.11.2009, SchiedsVZ 2010,227.
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2019年8月、いわゆるシンガポール調停条約（国
際的な調停による和解合意に関する国際連合条約
−United Nations Convention on International 
Settlement Agreements Resultung from Mediation

〔the “Singapore Convention on Mediation“ 
2018〕）が国連において採択され、2020年9月に
発効した（同条約については、山田文教授「国際
的な調停による和解合意に関する国際連合条約

（上）・（下）」本誌66巻11号〔2019年〕3頁以下、
同67巻3号〔2020年〕31頁以下及び岡田春夫弁護
士「シンガポール国際商事調停条約が日本の国際
商事調停に与える影響」同67巻4号〔2020年〕16
頁以下などの解説がある）。シンガポールは条約
批 准 に 先 立 っ て 国 内 メ デ ィ エ ー シ ョ ン 法

（Mediation Act）を整備し、条約発効後、運用を
開始した。国際仲裁の分野でも、シンガポールは
これまで中心的な仲裁地の1つとされてきた過去
があるが、さらにシンガポール調停条約との通称
が付された条約により、シンガポールは国際民事
紛争処理の中心地としてより強く認識されるよう
になるものと思われる。
　Alexander/Kück, Das „Ökosystem“ der 
Mediation in Singapur – Anregungen für die 
internationale Mediationslandschaft, IWRZ 
2020, S.64~S.70

本文献は、とりわけ、2014年から2019年にか
けてメディエーション分野で大きな前進のあった
シンガポールを研究対象とし、同国におけるメ
ディエーションの法的・制度的な展開を解説する

ものである。この5年間にシンガポールでは、
2014年にシンガポール国際メディエーションセ
ンター（SIMC）、シンガポール国際メディエー
ション協会（SIMI）、2016年にはシンガポール国
際紛争処理アカデミー（SIDRA）などの機関の
設立が行われた一方、2017年には、前述の国際
商事メディエーションに適用されるメディエー
ション法が導入され、さらに2019年8月に、シン
ガポール調停条約に署名するなどメディエーショ
ンに関わる分野における大きな前進があった。文
献の著者であるAlexander/Kückは、メディエー
ション体系の目指すべき10の項目を取り上げ、
シンガポールの状況を説明する。

ここではそのすべてを紹介することは難しいた
め、そのいくつかについて言及する。Alexander
らによれば、当事者はメディエーションに任意に
参加できるが、国際的な経験では、参加に対する
何らかの刺激が有用であるとする。この点に関し、
シンガポールでは裁判所法10条により、裁判所
付設・裁判所内メディエーションに関して、一方
当事者が不適切な理由に基づき、ADR手続（メ
ディエーションを含む）に参加することを拒絶し
た場合、不利となる費用の定めが置かれており、
今後予想される民事訴訟法の改正では、当事者に
メディエーションへの参加をより強く義務付ける
規定が予定されているという。

また、項目の1つとして、メディエーションの
インフラ構造とサービスという視点がある。この
点、シンガポールでは、メディエーションが裁判

国際商事仲裁ADR文献紹介（14）

秦 公正 Kimimasa Hata

中央大学法学部教授
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と仲裁の紛争解決構造に統合されている。その例
として、シンガポール仲裁センター（SIAC）と
シンガポール国際メディエーションセンター

（SIMC）が共に発展させた„仲裁-メディエーショ
ン-仲裁プロトコル“（AMA-プロトコル）がメディ
エーション手続要素、仲裁手続要素、仲裁制度を
相互に結び付ける紛争処理手続を提供しているこ
と、両者が同じ場所にあること、国家裁判所にお
いてスカイプを用いてメディエーションを実施で
きることなどが挙げられる。

これ以外にも、Alexanderらが挙げる項目とし
ては、（国際）メディエーション和解の実行可能性、
メディエーションの秘密保護のための適切な規
定、メディエーションの開始と時効、メディエー
ションに対する裁判所の印象、メディエーション
参加に向けた弁護士の刺激などがあり、その指針
としての重要性とシンガポールの状況が説明され
ており、近時のシンガポールにおける新たな展開
についての理解の手助けとなる。
　Hirsch, Die Abwicklung des VW-Vergleichs 
im Ombudsverfahren, VuR 2020, S.454˜S.459

いわゆるフォルクス・ワーゲン社（VW社）に
よる排気ガス不正プログラム使用事件をめぐるム
スタ確認訴訟は、VW社と消費者センター総連盟

（vzbv）の裁判外の和解締結後、2020年4月末に
訴えが取り下げられる形で終了した（この裁判外
和解についての文献は、すでに本誌67巻10号

〔2020〕31頁以下において紹介している）。その
和解内容により、VW社は該当するタイプの自動
車を取得した消費者との間で、一定金銭の支払う
内容の個別和解を締結する義務を負うこととな
り、そのための期間として、約1カ月程度の和解
締結期間が設けられた。その際、VW社は、和解
締結の資格として、ムスタ確認訴訟の原告登録簿
へ登録した消費者であること、消費者が取得時に
ドイツに在住していたこと、指定する型の自動車
を取得したこと、その証明書（日本でいえば車検
証に類似するもの）の提出などの条件を課した。
ところが、これらの条件の充足・書類の提出等を
消費者ができないときに、VW社と消費者との間
で紛争が起こることが想定された。そこで、この
ような紛争が生じた場合に備えて、前記裁判外の
和解の枠組み条件（Rahmenbedingungen）におい

て、紛争解決所の指定ならびに方法についての定
めが置かれていた（枠組み条件2条）。同2条によ
れば、この紛争の解決のために独立したオンブズ
所（Ombudsstelle）が2020年4月30日から8月31
日までの期間限定で設立され、同所におけるオン
ブズマン（Ombudsleute）が紛争処理にあたるこ
となどが定められた。

上記Hirschの文献は、このような経緯で設立さ
れたオンブズ所におけるVW社による裁判上の和
解の処理について、VW社が和解に至った経緯、
枠組み条件の内容、オンブズ所の設立と組織、統
計、VW社と消費者との間の紛争解決にあたって
の問題点などについて述べたものである。とくに、
Hirschは、実際の紛争処理にあたっての問題点を
中心的に扱っている（S.456以下）。

Hirschによれば、1,300件以上の消費者の苦情を
処理し、結論としては、その半数弱において消費
者に有利な判断につながったという（S.456）。そ
して、苦情において問題となった点の大部分は、
消費者がVW社との和解締結をする資格を有してい
るかどうか（約1,050件）であった。それ以外の問
題点としては、VW社からの消費者への支払い額

（VW社は自動車のタイプや年式によって段階的な
支払い額を定めていた）の問題があったとされる。
なお、仮にオンブズマンが、VW社が不当に個別契
約の締結を拒絶した、あるいは、支払額を適切に
調査していなかったとの結論に達した場合には、
VW社は当該消費者と正しい個別和解を締結する義
務があることが枠組み条件において定められてい
た。とくに和解資格の有無の判断において問題と
なったのは、当該消費者がムスタ確認訴訟の原告
登録簿へ届出が適切に行えていなかったという点
であった（S.457）。Hirschはその原因として、電子
的な届出という方式が誤りを起こしやすかったこ
と、届出が何十万という多数にのぼったことにあ
り、そして、連邦司法省の準備不足がオンブズ所
の手続において明らかになったという。そしてこ
のようなケースでは、結論として消費者に不利な
判断につながることが多かったとし、多くの苦情
申立てがこのような形で不成功に終わったことは
受け入れられないと述べている（S.458）。本文献は、
VW社と消費者との個別和解の締結における実際の
紛争を知る上で非常に参考になるものである。
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Ⅴ．承認・執行の要件

最高裁判所によれば、フィリピンの裁判所は、
外国判決がフィリピンの公序に反せず、かつその
有効性を覆す十分な証拠もない場合には、原則と
して、国家間の礼譲の下で当該外国判決を承認す
べきである（最高裁判所2013年6月26日第196049
号判決〔Fujiki v. Marinay et al.〕、2020年9月2日
第212302号判決〔Yuta Hayashi v. Office of the 
Solicitor General〕）。ここで問題となるのは、承
認・執行制度の対象となる「外国判決」の範囲と、
承認・執行の拒絶事由である。

1. 承認・執行の対象となる「外国判決」
民事訴訟規則39規則48節は、「管轄のある外国

国家の裁判所（tribunal）によって下された判決
又は終局決定」を承認・執行の対象としており、
最高裁判所も、「管轄のある外国裁判所（foreign 
courts）の確定判決」に承認・執行適格性を認め
ている。また、学説によれば、承認・執行の対象
となる外国判決は、訴訟手続（judicial action）
において身分関係を含む民事事件又は商事事件に
関して下された確定判決でなければならないとさ
れる1）。ここにいう「確定判決」とは、不服申立
ての可能性のない判決を意味している2）。以上か
らすれば、承認・執行の対象となりうるのは、民
事事件又は商事事件について、外国裁判所によっ
て下された確定判決だといえそうである。もっと
も、以下の点には留意が必要である。

第1に、承認・執行の対象となる判決は必ずし
も外国「裁判所」によって下されたものでなけれ
ばならないわけではない。実際、民事訴訟規則
39規 則48節 柱 書 に い う「 外 国 国 家 の 裁 判 所

（tribunal）」には、司法機関だけでなく、準司法
機関も含むと解されている3）。

第2に、承認・執行の対象となる「確定判決」
には、判決以外の公文書も含まれる。例えば、協
議離婚（最高裁判所2019年12月5日第227605号判

世界の外国判決の承認・執行制度――理論と実務の観点から（9）
フィリピン（The Philippines）（中）

エルバルティ・べリーグ ELBALTI Béligh

大阪大学大学院法学研究科准教授

1）Jovito R. Salonga, Private International Law (2nd, ed., 1957), pp. 389-390, 393.
2）詳細についてElizabeth Aguiling-Pangalangan, Philippine, in Adeline Chong (ed), Recognition and Enforcement of 
Foreign Judgments in Asia, (ABLI Report, 2017), p. 155を参照。
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決〔Moraña v. Republic of the Philippines〕、
2020年3月4日第223628号判決〔Edna S. Kondo v. 
Civil Registrar General〕）や普通養子縁組（上記
2020年9月2日第212302号判決）の届出受理証明
書を承認・執行の対象とした判決がある。また、判
決の内容を取り決める当事者の合意（Stipulation 
for Jugement）に基づく判決（最高裁判所2000年
10月12日第137378号判決〔Philippine Aluminum 
Wheels v. FASGI Enterprises〕、2001年2月26日
第141536号判決〔Gil Miguel T. Puyat v. Ron 
Zabarte〕）4）、仲裁判断を裁判所命令（Rule of 
court）に転換する判決（最高裁判所1998年7月23
日第114323号判決〔Oil and Natural Gas Commission 
v. Court of Appeals et al.〕）5）、資産凍結命令（マ
レヴァ・インジャンクション）（最高裁判所2018
年7月11日 第192285号 判 決〔Encarnacion v. 
Johnson〕）、仲裁判断（最高裁判所2011年9月7日
第174720号判決〔Landoil Resources Corp. v. Al 
Rabiah Lightning Co.〕）などについて、民事訴訟
規則39規則48節に基づく承認・執行対象になる
か否かを議論の余地なく肯定した判決がある。

第3に、必ずしも「民事事件又は商事事件」に
関して下されたものではない判決について、民事
訴訟規則に基づく承認・執行を認めた判決がある。
例えば、最高裁判所2005年4月12日第139325号判
決〔Mijares et al. v. Ranada et al.〕では、フィ
リピンにおける政治的被拘禁者又は囚人への拷問
行為から生じた損害の賠償を求めるクラスアクショ
ンにおいて、外国人不法行為法（Alien Torts 
Statute）に基づき普遍的管轄を認めたアメリカ

の裁判所が下した巨額の損害賠償の支払いを命ず
る決定につき、その承認・執行が求められた。最
高裁判所は、承認・執行の対象性を問題とせずに、
訴えを却下した原審判決を取り消し、差戻し判決
を下した6）。また、最高裁判所2015年3月11日第
167052号判決〔Bank of the Philippines Islands 
Securities Corp. v. Edgardo Guevara〕では、ア
メリカ連邦民事訴訟規則11条に違反して起こさ
れた言いがかり反訴（frivolous counterclaim）と
いう理由で、被告らに対して金銭的制裁を課す決
定の承認・執行が求められた7）。本件でも、最高
裁判所は、当該決定が民事事件または商事事件に
関して下された判決に該当するかどうかについて
問題とすることなく、同決定に承認・執行の適格
性があることを前提としてフィリピンにおける効
力を認めた。

2. 承認・執行の拒絶事由
外国判決の有効性の推定を覆すためには、承認・

執行を争う当事者が拒絶事由の存在を証明しなけ
ればならない（上記2015年3月11日第167052号判
決）。承認・執行の拒絶事由には、明文規定があ
るもののほか、学説において議論されているもの
がある。

（a）明文規定によって認められている拒絶事由
先述の通り（前号Ⅱ．2参照）、承認・執行の主

な拒絶事由は、民事訴訟規則39規則48節及び民
法典17条3項に規定されている。具体的には、（i）
外国裁判所の国際裁判管轄（間接管轄）の欠如、

（ii）当事者に対する呼出しの通知の欠如（訴状

3）Arvin A Jo and Joceley P Cruz, The Philippines, in Anselmo Reyes (ed.), Recognition and Enforcement of Judgments 
in Civil and Commercial Matters (Hart Publishing, 2019), p. 226.
4）日本では、これと同種の合意につきその承認適格性を否定した名古屋高判平成14年5月22日（判例集等未登載、裁
判所ウェブサイト）がある。
5）このような判決の執行適格性を否定する見解がある。中野俊一郎「仲裁判断を確認する外国判決の執行」JCAジ
ャーナル57巻8号（2010年）2頁以下を参照。
6）本件は元国家元首の公権力的行為による人権の違反から生じた損害の賠償に関する事件であるので、下された判
決の承認・執行の対象性が問題となる。
7）このような制裁は弁護士費用や訴訟のコストを賠償するためであれば、必ずしも純粋な制裁として扱われないだ
ろう。例えば、最判平成10年4月28日民集52巻3号853頁（当事者の不実な態度を理由に訴訟費用の負担を命ずる判決）
や水戸地龍ヶ崎支判平成11年10月29日判タ1034号270頁（出廷や答弁書提出を怠った当事者に対する懈怠判決）が示
すように、日本でも制裁的な意味合いを含む判決の承認・執行が認められた事例がある。
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の送達）、（iii）馴合、（iv）詐欺、（v）法律又は
事実に関する明らかな誤り（以上、民事訴訟規則
39規則48節）、及び（vi）公序（民法典17条3項）
である。

（i）間接管轄及び訴状の送達8）

（1）証明責任
この点につき、出発点となるのは証拠規則131

規則3節n号である。この規定は、「反証のない限
り、フィリピン又は外国において管轄権を行使す
る裁判所は、適法に管轄権を行使したと推定する」
ことにより、外国裁判所の間接管轄の有無のみな
らず、管轄権の行使についてもいわゆる「手続的
推定論（doctrine of processual presumption）」を
認めている。したがって、外国判決の承認・執行
を争う当事者が、外国裁判所が間接管轄を有して
いなかったことにつき、証明責任を負う。実際、
香港裁判所の判決の執行が問題となった1998年9
月25日第128803号判決〔Asiavest Lmtd v. Court 
of Appeals et al.〕において、最高裁判所は、判
決国裁判所が裁判管轄を有していたことを判決債
権者に証明する責任を負わせることは、外国判決
の有効性の推定を無意味にするとした。

（2）間接管轄の判断基準
間接管轄について特に問題となるのは、その判

断基準（すなわち、判決国の基準により判断する
か、承認国であるフィリピンの基準により判断す
るか）である。学説上は、手続的推定論の結果と
していかなる審査基準も適用されていないとする
見解9）、判決国法によるとする見解10）、判決国法

と承認国法によるとする見解がみられる11）。最高
裁判所は、管轄や訴状の送達のような手続的な事
項を法廷地国法によるとするため、判決国基準を
採用しているようにみえるが、実際には、そうと
はいえない。

例えば、日本裁判所の判決の執行が問題となっ
た1995年2月9日第112573号判決（前後Ⅳ．5参照）
において、間接管轄の有無につき、最高裁判所は、
非居住会社に対してなされた域外送達により日本
の裁判所が裁判管轄を獲得したかどうかを検討
し、次のように判断した。すなわち、裁判管轄の
根拠となる訴状の送達の適法性は外国法廷地法に
より判断されるとした上で、外国法の内容が事実
として証明されなければ、手続的推定論に基づき
当該法がフィリピン法と同じであると推定される
とした。非居住会社に対しなされた域外送達に関
するフィリピン法を適用した結果、日本の裁判所
が裁判管轄を獲得できたことを認め、被告に対し
て下された判決が有効であると判断した。また、
シンガポール裁判所の判決の執行が問題となっ
た、2006年10月23日 第140288号 判 決〔St. 
Aviation Services v. Grand Int’l Airways〕にお
いては、最高裁判所は、訴状の送達がシンガポー
ル法の認める方法に従ってなされたことを確認し
た上で、シンガポールの裁判所が裁判管轄を獲得
したと認めた12）。これらの判決からすれば、最高
裁判所は、外国裁判所が裁判管轄を有していたか
どうかを判断するにあたり、まずは訴状の送達が
判決国の手続法に従ってなされたかどうかを検討

8）フィリピン法では、国際裁判管轄の獲得と訴状の送達が密接に関連しているため、ここで合わせて検討する。も
っとも、フィリピンの学説やフィリピン法の紹介において、両要件は分けて検討されている（例えば、Aguiling-
Pangalangan, supra note 2, pp. 150, 154 を参照）。
9）Anselmo Reyes, "Conclusion: Towards an Asia of Judgments without Borders", in A. Reyes (ed.), supra note 3, p. 
319.
10）Aguiling-Pangalangan, supra note 2, p. 150; Jo and Cruz, supra note 3, p. 231.
11）Colin Y.C. Ong, Cross-Border Litigation with ASEAN (Kluwer International, 1997), p.195; Salonga, supra note 
1, p. 408とそれを引用するVictor P. Lazatin, “The Philippines” in Michael Pryles (ed.), Dispute Resolution in Asia 
(Kluwer Law, 2006), p.323を参照。
12）その他事例として、2001年7月20日第110263号判決〔Asiavest Merchant Bankers Berhad v. Court of Appeals et 
al.〕（被告に対してなされた域外送達の適法性を認めた上で、マレーシアの裁判所の裁判管轄を認めた事例）がある。
なお、2019年3月18日第234501号判決〔Mercantile Insurance Co. v. Sara Yi et al.〕においては、最高裁判所は判決
国としてのカリフォルニア州裁判所の間接管轄のあることを前提として、判決債務者に対して行われた域外送達が判
決国法に従いなされたと確認し、外国判決の執行を認めた。
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し、外国法の内容の証明がない場合には、外国法
をフィリピン法同様と推定することで、フィリピ
ン法に照らして訴状の送達の適法性を判断してい
るといえよう。換言すれば、外国法が参照される
のは、訴状の送達の適法性の判断についてのみで
あって、そもそも国際裁判管轄の有無自体はフィ
リピン法のルールが基準となる（承認国基準）。
このことを示す判決として、ハノイ市において生
じた不法行為事件について、当時のインドシナの
裁判所の判決の執行が問題となった、最高裁判所
1939年4月6日第45193号判決〔Boudar et al. v. 
Tait〕を挙げることができる。外国訴訟では訴状
の送達が外国法に従って行われたにもかかわら
ず、同判決は、「金銭の支払いに関する外国での
訴訟手続は、当該手続の前にその外国において、
訴状が正式に送達された場合にのみ、当事者に対
して有効である」のが原則だと述べたうえで、非
居住被告が、フィリピン法が必要とするように判
決国に所在している時に直接、訴状の送達を受け
なかったことを理由に、外国裁判所の間接管轄を
否定した。したがって、本件で適用された基準（管
轄を訴状の送達により獲得するという基準）は、
外国法によるものではなく、承認国であるフィリ
ピン法上の基準であった。

（3）フィリピンの国際裁判管轄の有無の判断基準
上述のとおり、間接管轄の判断基準となるのは

承認国法であるフィリピン法である。次に、フィ
リピン法ではどのような場合に裁判管轄が認めら
れるかが問題となる。この問題について、最高裁
判所は、以下の原則を認めている。すなわち、フィ
リピン法に従って行われる訴状の送達（及びその
結果としての裁判管轄の獲得）は、訴訟の種類に
よって異なる。

第1に、対人的訴訟（action in personam）にお
いては、裁判所の管轄への服従がないとき、居住
被告と非居住被告が区別される。居住被告の場合、

被告への直接の送達により、あるいは、合理的な
期間内に送達できない場合には、代替的送達によ
り、裁判管轄権が獲得される13）。これに対し、非
居住被告に対しては、例外はあるものの、原則と
して、被告が物理的に国内に所在しているとき行
われた直接送達によってのみ、裁判管轄が認めら
れる。

第2に、対物訴訟（action in rem）や準対物訴
訟（action quasi in rem）においては、被告に対
する送達は、裁判管轄を獲得するためではなく、
単に適正手続保障の要請を満たすために行われる
にすぎず、物がフィリピン国内に所在する場合に、
当該物に対して裁判管轄が発生する14）。

このような原則を示した上で、最高裁判所は、
判決国（香港）に居住していない自然人たる被告
に対しなされた域外送達の有効性が問題となった
事案において、非居住被告に対する対人訴訟に関す
る上記の原則を適用し、香港の裁判所の間接管轄を
否定した（上記1998年9月25日第128803号判決）。

（ii）馴合及び詐欺
フィリピン法は、馴合及び詐欺の存在を外国判

決の有効性の推定を覆す事由として認めている。
馴合と詐欺はいずれも有利な判決を取得するため
に行われた意図的な不正行為であるが、詐欺が一
方当事者による不正行為であるのに対して、馴合
は当事者が第三者や他の訴訟当事者と共謀してす
る不正行為である。

もっとも、馴合に関しては、その主張が承認・
執行拒絶事由として認められなかった判決があ
る。例えば、上記2000年10月12日第137378号判
決において、外国の訴訟で代理人となった弁護士
が権限なしに、相手方当事者と共謀し訴訟上の合
意を締結したとの判決債務者の主張に対して、最
高裁判所は、これが馴合に当たることを否定し、
馴合に該当するとしても、判決債務者が外国で控
訴すべきであったとした15）。

13）被告が一時的に国外に滞在している場合は、代替的送達、裁判所許可を得た域外直接送達、裁判所許可を得た公
示送達、あるいは裁判所が妥当とみなす他の送達方法により、裁判権が獲得される。
14）この場合には、フィリピン国内にいない非居住被告に対して、裁判所の許可を得た域外直接送達、裁判所許可を
得た公示送達、あるいは裁判所が妥当とみなす他の送達方法により、送達が行われる。
15）同様の主張（相手方当事者と判決債務者の代理人との馴合）を退けた上記2001年7月20日第110263号判決もある。
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また、詐欺に関して、承認・執行の拒絶事由と
なりうるその範囲は限定的に解されている。すな
わち、最高裁判所は、外国判決の執行を妨げる詐
欺は、外部的詐欺（extrinsic fraud）、例えば判
決債務者から裁判所で争う機会を剥奪するような
詐欺的行為のみであり、内部的詐欺（intrinsic 
fraud）、すなわち訴訟原因の存在にまで及ぶよう
な行為（例えば、判決が偽証された証言又は偽造
された文書に基づいて下されたという主張）は含
まないとした。というのも、内部的詐欺を理由と
する主張は判決裁判所に向けられるべきであるか
らである（上記2000年10月12日第137378号判決、
2001年7月20日第110263号判決）。

（iii）法律又は事実に関する明らかな誤り
法律又は事実に関する明らかな誤りは、判決の

承認・執行の拒絶事由である（民事訴訟法39規
則48節）。この拒絶事由の適用例としては、以下
のようなものがある。香港裁判所の判決の執行が
問題となった、1925年1月12日第L-22288号判決

〔Ingenohl v. Olsen〕は、X（ベルギーの会社）が
有していた商標権がいわゆる「対敵取引規制法」
に従い差し押さえられ、競売によりY（フィリピ
ンの会社）に売却されたところ、XがYに対する
商標権侵害訴訟を香港の裁判所に提起し、香港の
裁判所はXが商標権者として香港において排他的
権利を有すると認め、Yに対して訴訟費用や損害
賠償の支払いを命ずる判決を下したという事案に
関するものである。Xが当該判決の執行を求める
訴えをフィリピンの裁判所に提起したところ、最
高裁判所は、香港裁判所が競売の効果を否定する
ことにより法の解釈及び事実認定の誤りを犯した
と判断し、香港の判決の執行を拒絶した。

また、インドの裁判所の判決の執行が問題となっ
た、1970年5月28日第L-22470号判決〔Nagarmull v. 
Binalbagan-Isabela Sugar Co.〕がある。同判決は、
X（インドの会社、売主）とY（フィリピンの会社、
買主）の売買契約に関して、XがYに対し、イン
ド政府による輸出税の増税に伴う費用の支払いを
求める訴えをインドの裁判所に提起し、勝訴した

という事案に関するものである。Xが当該判決の
執行を求める訴えをフィリピンの裁判所に提起し
たところ、最高裁判所は、契約の履行につき過失
があるのはXであったにもかかわらず、その過失
によって生じた追加費用をYに負担させることは
契約の一般原則及び公平と公正の原則に反すると
し、インドの判決には法律又は事実に関する明ら
かな誤りがあると結論づけた。

以上の事例から明らかな通り、最高裁判所は、
法律又は事実に関する明らかな誤りの存否を判断
するため、外部的かつ形式的な審査を越えて、外
国判決の実質的再審査に相当する審査を行ってい
る16）。最高裁判所が外国判決について実質的再審
査を行っていることは、次のような判決からも伺
われる。例えば、1997年6月19日第103493号判決

〔Philsec Investment Co. et al. v. Court of Appeals 
et al.〕は、既判力の抗弁を認めるために、外国
裁判所の訴訟で争われた法律問題に関する訴答書
面（pleading）や、外国裁判所手続において提出
された証拠の評価をしなければ、申立人に外国判
決の承認・執行を争う機会が与えられたとは言え
ないとした。また、上記1998年7月23日第114323
号判決では、最高裁判所は、争われた仲裁合意に
基づいて管轄を認めた仲裁廷の判断を確認したイ
ンド裁判所の判決が当該仲裁合意の誤った解釈に
基づくものとして、インドの裁判所の判決の執行
を認めなかった控訴審の判断を支持した（ただし、
問題となった仲裁合意条項に基づいて仲裁廷の管
轄を認める余地があるとして、結論としては、当
該条項に基づいて下された判断を確認した外国判
決の執行を認めた）。

（iv）公序
上記に加えて、フィリピン法は公序を承認・執

行の拒絶事由として認めている。最高裁判所によ
れば、判決の承認の拒絶事由としての「公序」は、
承認を否定すべき国際的な実務における様々な懸
念に対応する包括的な概念として機能している

（上記2005年4月12日第139325号判決）。公序は、
例えば、禁止法（prohibitive law）及び強行法規、

16）Cf. Jo and Cruz, supra note 3, pp. 233-235.
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善良の風俗、適正な手続や憲法上の価値への違反
がある場合に発動しうる。ここでは、承認・執行
を争う当事者による公序違反の主張が斥けられた
例をいくつかみておこう。まず、事実と法律の根
拠を示していない外国判決や（上記2001年7月20
日第110263号判決）17）、下級裁判所の判決が認
定した事実及び法的結論に基づいて下された「メ
モランダム判決（理由抜きの判決）」（上記1998
年7月23日第114323号判決）は、フィリピンの公
序に反しないとされた。また、フィリピン法上懲
罰的損害賠償に関する明文規定があることから

（民法典2229条）、懲罰的損害賠償の支払いを命
ずる外国判決はフィリピンの公序には反しないと
されており18）、そのような判決の承認・執行を認
めた最高裁判所の判例が実際にある（上記2019
年3月18日第234501号判決）19）。さらに、上記
2015年3月11日第167052号判決において、承認・
執行を争う当事者は、敗訴当事者として金銭的制
裁が課された外国判決がフィリピンの公序及び適
正な手続を受ける権利に反すると主張したが、最
高裁判所は当該主張を退け、外国判決の承認・執
行を認めた。

（b）学説上議論のある拒絶事由
学説が特に議論しているのは、相互の保証を欠

くことが、外国判決の承認・執行の拒絶事由とな

りうるかである。この点について学説の見解は、
肯定説20）と否定説21）に分かれている。

最高裁判所の判例には、相互主義に言及するも
のがある。例えば、1925年1月12日第L-22288号判
決において、最高裁判所は、「国際礼譲及び相互主
義 の 問 題 と し て（as a matter of comity and 
reciprocity）、外国判決に効力が認められる」と述
べた。また、他にも、「国家間の礼譲、実益及び便
宜の規則（rules of comity, utility and convenience of 
nations）により、国家によって異なるが一定の要
件を満たせば、管轄のある外国裁判所の確定判決
が相互に（reciprocally）尊重されており、効力が
与えられるという慣行（usages）が文明諸国間に
確立していた」とするものがある（上記2000年10
月12日第137378号判決、2001年7月20日第110263
号判決 、2006年10月23日第140288号判決、2019
年3月18日第234501号判決）22）。もっとも、実際
には、相互の保証を欠くことを理由に外国判決の
承認・執行を拒絶した最高裁判所の判決はみあた
らないため23）、これらの判決における相互主義は、
外国判決の承認・執行の拒絶事由としてではなく、
国際的礼譲、相互の恩恵及び待遇の交換という承
認・執行の根拠として言及されていたに過ぎない
ように思われる24）。

（以下次号）

17）フィリピンの憲法8条14節1項は「いかなる裁判所も、事実と法律の根拠を疑問の余地なく明僚に示さなければ、
判決を下すことがでぎない」と規定している。
18）Aguiling-Pangalangan, supra note 2, p. 154.
19）なお、2005年4月12日第139325号判決は、懲罰的損害賠償に言及していないが、実際には、外国判決が認めた巨
額の損害賠償（20億ドル）には懲罰的損害賠償が含まれている。本件では、最高裁判所はこのような過大な金額の支
払を命ずる判決の執行を公序との関係で問題としなかった。
20）Aguiling-Pangalangan, supra note 2, p. 152; Antonio R. Bautista, “Philippine Civil Procedure in Transboundary 
Disputes”, Asian Yeabook of International Law, Vol. 6, 1996, p. 85.
21）Jo and Cruz, supra note 3, p. 226; Ruben E. Agpalo, Conflict of laws (Private international law) (Rex Bookstore, 
2004), p. 577.
22）Aguiling-Pangalangan, supra note 2, pp. 148-149はこれを相互の保証要件の根拠として言及している。
23）Agpalo, supra note 21, p. 577.
24）Cf. Jo and Cruz, supra note 3, p. 226; Adeline Chong, "Moving towards Harmonisation in the Recognition and 
Enforcement of Foreign Judgments Rules in Asia", Journal of Private International Law, Vol. 16(1), 2020, p. 54.
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Ⅰ．はじめに

オランダ、特にアムステルダムはビジネスの中
心地であり、ヨーロッパへの玄関口である。その
オランダの司法制度は、世界で最も効率的、信頼
性が高く、透明性が高いと評価されている。

本稿では、オランダの訴訟の分野における最近
の2つの展開を取り上げる。第1に、ヨーロッパ
で一般的に見られるように、オランダでも新たに
設置された商事裁判所に焦点を当てる。第2に、
オランダにおける集団訴訟に関する最近の展開に
ついて紹介する。そこでは損害賠償請求のために
利用する可能性も認められている。

Ⅱ．オランダ商事裁判所

ヨーロッパにおける商事訴訟のための司法環境
は急速に変化している。過去数十年間、ロンドン
の商事裁判所は、商事紛争を解決するための主要
な機関であった。しかし、Brexitのために、多く
のEU諸国は、最近になってそれぞれ国際的な商事
事件を取り扱う裁判所を設立している。2019年の
オランダ商事裁判所 （Netherlands Commercial 
Court）（以下「NCC」という）の設立もこのひ
とつである。

2018年12月11日、オランダ上院はNCC設立法
を採択し、2019年1月1日に発効し、NCCが発足
した。オランダの裁判所は、その信頼性、実用的

なアプローチと効率的で透明な運営方法のため
に、国際的な紛争に関して、他の各国裁判所の中
にあって、これまでもしばしば選択されてきた。
NCCは、オランダの裁判所で英語で訴訟を提起
できるようにするという、オランダ及び外国の国
際的企業間で高まっているニーズに応えており、
また世界初の大陸法系の国際商事裁判所の1つで
ある。NCCにおける英語での訴訟手続の可能性
にはいくつもの利点がある。コスト面でのメリッ
トに加え、翻訳が不要になったことにより、効率
性、明確性、透明性が向上することも期待される。

NCCの組織については、NCCが名称上の存在
であって、実態はアムステルダム地方裁判所と控
訴裁判所の特別法廷であることに留意すべきであ
る。両法廷は、複雑な国際的商事紛争に対処する
ことを専門としており、「オランダ商事裁判所」
及び「商事控訴裁判所」として外部に表示されて
いる。これらの裁判所は、アムステルダムの裁判
所の裁判官だけでなく、その専門知識や英語力等
に基づいて選出された全国の裁判官プールの中の
裁判官から構成されている。また、当該裁判官に
は、元々有する知識やスキルに加え、特別な研修
による研鑽が行われている。オランダ法の定めに
従い、裁判官はすべてオランダ人であり、NCC
についてはその例外がないことを強調しておきた
い。これは、様々な国籍の仲裁人や裁判官がいる
ドバイやシンガポールなどの仲裁や他の商事裁判
所とは異なる。

海外紛争解決トレンド（17）
オランダにおける訴訟に関する近時の展開

赤川 圭 Kei Akagawa ドウマ真一 Shinichi Douma

アンダーソン・毛利・友常法律事務所　弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所　アソシエイト（オランダ）
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第一審は単独の裁判官によって判決が下される
ロンドン商事裁判所の実務とは異なり、オランダ
商事裁判所では、いずれの事件も3人の裁判官に
よって審理され、判決が下される。第一審の判決
に対しては、商事控訴裁判所に控訴することが可
能であり、続いてオランダ最高裁判所（‘Hoge 
Raad’）に上告することができる。NCCの両法廷
における手続と異なり、オランダ最高裁判所にお
ける手続及び判決はオランダ語によるものとな
る。これは、上告事由が法律問題に限定されてい
ること、及びオランダ最高裁判所の判決がオラン
ダの私法及びすべての裁判所にとって重要な先例
的効力を有することと関係している。この理由で、
オランダの私法で一般的に使用されている用語
や、オランダ最高裁判所が判決で使用している公
的な形式を正確に維持することが重要になるから
である。

当事者は、NCCを選択することで、合意により
控訴と上告の権利を放棄することができる。また、
当事者は、NCC手続の前又は手続中に暫定的救済
のための略式手続を開始することもできる。この
略式手続は、NCC判事1名によって審理される。
さらに、オランダの他のすべての民事事件と同様
に、NCCはオランダ最高裁判所に法律問題を照会
し、暫定的判断を求めることができる（‘prejudiciële 
procedure’）。当事者は、オランダ弁護士会のメン
バーであり、すべての書面の受授について責任を
負う弁護士によって代理されなければならない。
他のEU加盟国の弁護士は、オランダ弁護士と協力
して当事者のために代理活動をすることができ
る。EU域外の弁護士は、当事者のために代理人と
して活動することはできないが、裁判所は、いか
なる審理においても発言を認めることができる。

今後数年間で、NCCのような新しい商事裁判
所が、現在の英国法の支配的地位やロンドンの商
事裁判所の主導的地位にどのような影響を与える
かが、徐々に明らかになるであろうと思われる。

Ⅲ．集団訴訟（クラスアクション）

オランダは、各種協会や財団が集団訴訟を起こ

すための法的プラットフォームを提供することに
ついて、ヨーロッパにおけるパイオニアである。
オランダ民法典（Dutch Civil Code）（以下「DCC」
という）3：305（a）条に基づき、完全な法的主
体性を有する財団又は協会は、一定の数の条件が
満たされる場合にクラスアクションを提起するこ
とができる。

欧州での集団訴訟の進展の最前線にいるにもか
かわらず、オランダでのクラスアクションでは、
最近まで損害賠償請求を行うことができなかっ
た。これが2020年1月1日に施行された集団損害
賠 償 法（Collective Damages Act）（ 以 下

「WAMCA」という）の施行によって状況は変わっ
た。WAMCAは、オランダにおけるクラスアク
ションに関する従来の制度に置き換わるものでは
なく、DCC 3：305（a）条を改正し、利害関係
者が金銭的な対価を求めるか否かにかかわらずこ
の制度を利用できるようにした。

WAMCAの施行に伴い、オランダのクラスアク
ションに関する多くの条件が変化した。重要な変
化の1つは、米国の代表原告（lead-plaintff）に相
当する「全権代表（exclusive representative）」
の導入である。全権代表は、オランダ司法協会が
管理する登録簿（「登録簿」）への最初の登録から
3カ月の期間経過後に、裁判所によって正式に任
命される。全権代表は、次のような条件を満たす
必要がある。

（ⅰ）非営利であること
（ⅱ）クラスアクションを起こすための経験と専

門知識を有し、適切なガバナンス構造（給与支
払についての十分な資金と透明性を有すること
を含む）を有することを示す必要があること

（ⅲ）事業体が代表たるにふさわしいこと、つまり、
影響を受ける集団（クラス）の十分な数のメン
バーのために集団訴訟を開始したものであるこ
とを明らかにすること
請求の根拠となりうるものは広範である。消費

者であろうと事業体であろうと、特定の集団（ク
ラス）に影響を及ぼすあらゆる種類の法的侵害に
ついて、クラスアクションを提起することができ
る。原則として、利害関係者が脱退の意思表示を
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しない限りクラスアクションに参加することを意
味する「オプトアウト」システムを採用している。
ただし、この「オプトアウト」システムはオラン
ダに居住するクラス構成員に限定される。オラン
ダ以外に居住するクラス構成員は、「オプトイン」
形式でクラスアクションに参加することができ
る。これは、オランダとほとんど又は全く関係の
ない請求を防止することを目的とする、管轄権の
観点からの重要な制限である。

WAMCAは、2016年11月15日以降に発生した
事象に適用され、損害賠償請求の可能性について
根本的な変更をしたものである。WAMCA以前
は、裁判官は、損害賠償額を決定せずに、責任を
認めること（損害に対する責任の有無の判断）し
かできなかった。損害を受けた人々が補償を請求
するためには、各人が個々に訴訟を開始しなけれ
ばならなかったのである。WAMCAはこのような
制限を撤廃し、集団的な損害賠償請求を認めてい
る。旧制度下では、代表機関は損害賠償を請求す
る権利を有していなかった。クラスアクションで
損害賠償を得るのは、当事者間で集団的和解が成
立した場合だけであった。和解が成立しなかった

場合、個々の利害関係者にとっての唯一の選択肢
は、自ら裁判を提起し個々の損害を証明すること
であった。

WAMCAの施行以来、多数の国際的なクラスア
クションがオランダで提起され、登録簿に掲載さ
れている。その中には、米国のオラクル社及びそ
のオランダ持株会社に対するプライバシー侵害に
関する総額50億ユーロの請求、ディーゼル排気
ガスに関するいくつかのクラスアクション、人権
問題に関する請求などが含まれている。

Ⅳ．おわりに

以上、オランダにおける訴訟制度の近時の展開
を紹介した。前者は、国際的に商事専門の裁判所
を設置する国が増えている中のひとつといえ、今
後の利用状況が興味深い。また、後者は、日本の
消費者団体訴訟制度の展開とも類似していながら

（日本で集団的・財産的被害の回復の制度が施行
されたのは2017年である）、その後の展開が異な
ることは興味深い。
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Ⅰ．はじめに

日本本社の法務（本社法務）は、ヘッドクォー
ターとして海外のグループ関係会社や支店（関係
会社と支店では法的性質は異なるが、本稿では便
宜上まとめて「拠点」という）の契約法務を統括
する立場にある。拠点と本社法務の業務上の関係
性は各社様々であるが、程度の差こそあれ、日本
にいながら拠点の契約業務（契約審査・交渉、締
結、契約書保管、実行等の契約に関する全ての業
務）の一部にでも関わる機会は少なくないだろう。
契約審査・交渉といった契約業務は、紛争予防の
入り口であり最大の勘所のひとつでもある。

企業内弁護士が紛争予防のために本社法務の日
常業務でできることは何か、何に留意すべきか。
そもそも何をもって本社法務としての適切な判断
と評価されるのだろうか。

企業内弁護士は、経営判断に至るまでの社内の
意思決定の階層や業務プロセスから生じるリスク
を理解しているだけでなく、ビジネスの特徴、当
事者・競合他社の利害関係、市場におけるチャン
ス（リスク）等の複雑なビジネス環境も理解・洞
察した上で契約を審査し、弁護士としての専門知
識を生かした法的判断ができるプロフェッショナ
ルである。企業内弁護士のこのような特性は、複
雑な国際紛争の予防の視点からみた契約業務や法
務体制の構築の局面でも活かされるであろう。

本稿では、平時の紛争予防の視点から、企業組

織やビジネスの最前線のダイナミズムの中で本社
法務が日常的に関わる契約業務にスポットを当て
たいと思う。

Ⅱ．契約業務

1. 商流の安全性
グローバル契約の検討をする際、商流に登場す

る企業群（例えば、メーカーの売買契約であれば、
原材料調達から始まり、エンドユーザーの下での
メンテナンスや保証実施、ときに廃棄等の製品ラ
イフサイクルの最終段階に至るまでに登場する全
ての外部委託先企業）や、商流の時間軸（原材料
調達・製造・出荷（輸送）・保証等の各期間）、加
入済みの保険の内容等の取引を支える基本要素を
把握すべきことは国内契約と変わりはない。

しかし、グローバル契約では、商流は物理的に
も広域かつ複雑になることが多い。そのため、審
査対象となった契約自体ではなく、むしろ商流に
リスクが見つかることも少なくない。１件の契約
書審査という発想ではなく、商流全体の審査をす
るという心構えも必要である。

2. 契約業務プロセスのチェック
事案解決の判断材料となる事実が拠点によって

見落されていることがある。前提事実の不正確さ
が、本社法務の分析を無意味化することは国内契
約でも見られる現象ではあるが、後述するとおり、

本社法務の日常業務における国際商事紛争の予防

吉田麻子 Asako Yoshida

オイレス工業株式会社　法務部　法務室長、日本組織内弁護士協会　正会員　弁護士
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拠点の場合には、国内本社・支社と比較して業務
プロセス自体に既にリスクが潜むことも少なくな
い。そのため、契約業務プロセスや契約業務に携
わるメンバーの構成や質等を把握し、拠点の事実
収集にミスがないかを丁寧にチェックする必要が
ある。

3. 適切な判断と評価
本社法務が積極的にハブになって他部署や他拠

点の知識・経験・判断を結合し、連携する作業は、
国内契約と同様である。しかし、グローバル契約
の場合、問題の波及規模が大きく、ハブとなる本
社法務が自社の商品、ビジネスモデルの内容を理
解していないと、当該問題解決に必要な他部署や
拠点を見逃すおそれがある。また、他部署と協働
しても、グローバルの場合には当該他部署の知識
や経験が不十分なこと（しかも本社法務がそれに
気づかない）もありえる。適切な判断者が適切に
判断できたのか、という点は国内契約より厳しく
評価すべきである。

4. 締結条項の波及（拘束範囲）
グローバル企業が契約相手の場合、ある拠点が

当該企業と締結した条項が、全拠点に適用される
ことがある。特に、毎年継続的に商品価格の減額
努力義務が課せられる特殊な価格減額条項、類似
品の製造・販売を抽象的に一律禁止する製造販売
拘束条項、高額の保険加入義務条項等がグローバ
ル条項となる場合には弊害が大きい。

本社法務に契約審査機能が集中する中央集権型
の場合や、グローバルのプロジェクト・マネジャー
がいる場合は締結前の事前の調整や締結回避がし
やすい。しかし、各拠点が独自の契約審査権限を
有し、本社法務が拠点の契約業務に通常は関与し
ない分権型の場合、拠点の法務が、グローバルへ
の波及を考慮せずに締結まで至るケースが生じや
すい。拠点の法務に対しての注意喚起や指導をす
る等、拠点と認識合わせをしておく必要がある。

5. リスクの縮減化と決断
グローバル企業との契約では、一切修正を認め

ないという修正拒絶も少なくない。そこで、仕様
書、保証書等の書面やサイドレターなどで、自社
が望む法的効果を得るための記載の提案をする
が、それさえ拒絶されることも多い。

そのため、相手方企業のコメントが重要になっ
てくる。例えば、相手方企業の懸念点を払拭する
合理的な説明をし、当該商品に限り適用除外され
る認識や、自社に有利な解釈基準等を引き出した
い。国内契約以上に粘り強く、注意深く相手方企
業のコメントを引き出し、それをメールや議事録
等に残す工夫をしていく。

こうしたコメントの引き出しも不可能な場合、
当該条項の残留によるリスクの縮減化の検討の段
階がより重要になってくる。

リスクの縮減化の具体的な方策（対応コストの
試算も含む）、どの程度のリスク規模なら取引の価
値を維持できるか（リスク額と収益額の比較、今
後のビジネスチャンスの可能性への貢献度等）等
を拠点や事業部等と検討する。その際、紛争化を
想定した証拠の確保の状況、当該証拠の暫定的な
法的評価も同時に行う。場合により、弁護士・依
頼者間秘匿特権（Attorney Client Privilege）によ
る保護範囲を考慮して速やかに現地法律事務所へ
の相談を促す。リスクに対して法的判断をベース
とした具体的な判断ができることは、最終的なリ
スク審査を預かる本社法務の重要な能力のひとつ
と感じる。

Ⅲ．業務体制の構築と整備

1. 拠点の契約業務プロセス
本社法務に契約審査機能が集中する中央集権型

の場合、拠点の契約業務プロセスが見えやすく、
意見も反映しやすい。しかし、各拠点が独自の契
約審査権限を有する分権型の場合、契約の審査内
容はもちろん、当該拠点の業務プロセスも本社法
務からは見えにくい。分権型の場合は、契約審査
業務の各段階における判断権限者・権限範囲や契
約業務プロセスも曖昧なことがある。プロセスの
不安定性は、契約業務のクオリティを低下させ、
結果的には契約紛争のリスクを高める。
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本社法務の主導で契約業務プロセスをグローバ
ルで統一規格化するために各拠点の実態を調査し
てみると、特に分権型の場合は、拠点独自の業務
プロセスが存在することがある。組織体系、現地
社員の個性やリソースの内容（企業内弁護士、現
地の法律事務所の利用度等）によっては、むしろ
拠点独自の業務プロセスの安定的運営を目指す方
が有益な場合もある。また、統一規格化する規程
類を作ろうと全拠点の最大公約数をベースに起案
したら、わざわざ定めるまでもない内容で終わる
こともある。

結局、規程類の制定はできなくとも、拠点の契
約業務の監査やチェックが、契約業務体制の機能
強化にとって効果的と思われる。拠点ごとに契約
業務プロセスが明確になる資料（例えば、マニュ
アル、フローチャート、職務権限表等）を提出し
てもらい、本社法務でそのプロセスの適切性を確

認し、リスクと思われる部分は拠点へ修正や改善
を指導する。このやりとりは、拠点の契約業務の
管理意識や責任感を向上させることにも繋がる。

2. 本社法務の向上
本社法務が各拠点へ指導しても指導効果にばら

つきが出てしまう。日本人や日本経済等への尊敬
度や信頼度のような捉えどころのないものによる
影響を感じる場面でもあるかもしれない。

指導後のモニタリングが重要なのは言うまでもな
いが、上記の影響を乗り越えるためにも、拠点自身
が本社法務に相談したい、本社法務の知恵が必要と
思えるような有効、有益な仕事ぶりを本社法務が日
ごろから発揮できていることが重要と感じる。本社
法務の向上は、拠点の法務の向上と表裏一体となっ
て紛争予防の鍵のひとつになると思う。
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── 日本商事仲裁協会（JCAA）の標準仲裁条項 ──

各仲裁規則の特徴については、
協会HP（http://www.jcaa.or.jp/arbitration/rules.html）をご確認下さい。

1．「UNCITRAL仲裁規則」＋「UNCITRAL仲裁管理規則」によって仲裁を行う場合の仲裁条項

2. 「商事仲裁規則」によって仲裁を行う場合の仲裁条項

3. 「インタラクティヴ仲裁規則」によって仲裁を行う場合の仲裁条項

　“All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract 
shall be finally settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules 
supplemented by the Administrative Rules for UNCITRAL Arbitration of The Japan 
Commercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be [city and country].”

　“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（国名及び都市名）とする。”

（英文）
“All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract 
shall be finally settled by arbitration in accordance with the Commercial Arbitration Rules of 
The Japan Commercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be [city and 
country]. ”

　“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インタラクティヴ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（国名及び都市名）とする。”

（英文）
“All disputes, controversies or differences arising out of or in connection with this contract 
shall be finally settled by arbitration in in accordance with the Interactive Arbitration 
Rules of The Japan Commercial Arbitration Association. The place of the arbitration shall be 
[city and country]. ”

仲裁制度および仲裁条項に関するご相談は当協会仲裁調停部へ
☎ 03−5280−5161
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Ⅰ．はじめに

本年1月の米国バイデン新政権の発足から、現
在までに約3カ月が経過した。その間、イェレン
財務長官やレモンド商務長官を初めとする主要政
権幹部の人事も承認され、徐々に新政権の対外経
済政策の方向性も見えつつある。そこで、本稿に
おいては、輸出管理と経済制裁を題材に、近年の
動向や新政権における新たな動き等を概観した上
で、バイデン新政権における同分野の域外適用法
令執行の見通しについて述べることとしたい。

Ⅱ．輸出管理

1. 米国輸出管理規制の概要
米国における汎用品の輸出管理規制は、主に輸

出管理規則（EAR〔15 C.F.R. Ch. VII, Sub-Ch. 
C〕）に基づき、商務省産業安全保障局（BIS）に
より執行がなされる3）。2001年の輸出管理法

（EAA）の失効により、しばらくの間は国際緊急
経済権限法（IEEPA）がEARの根拠法となって
いたが、昨今の国際的な経済安全保障環境の変化
を 踏 ま え、2018年 に 新 た に 輸 出 管 理 改 革 法

（ECRA〔50 U.S.C. Ch. 58〕）が制定され、以降
はECRAがEARの根拠法となっている。

EARの規制対象品目は、（a） 米国国内にある全
ての品目、（b） 米国国外にある全ての米国原産品
目、（c） 米国原産品目を一定割合組み込んだ非米
国産の品目（ただし、一部品目については割合の
制限なし）、（d） 米国外で製造された米国原産の
技術又はソフトウェアの直接製品、（e） 米国原産
の技術又はソフトウェアの直接製品である米国外
の工場で作られた直接製品、の5つである（15 
C.F.R. § 734.3（a））。このうち、（b）−（e）の品
目について、米国外からの輸出又は再輸出には、
原則としてBISの輸出許可が必要となる（15 C.
F.R. § 736.2（b）（1）−（3））。これは、米国外に
おいて米国民以外の者が行う場合にも規制対象と
なることから、一般に米国輸出管理法令の域外適
用の一形態と考えられているところ、この違反に
は、100万米ドル以下の罰金又は20年以下の懲役
及びその両方が科されうるほか（50 U.S.C. § 
4819（b））、悪質な違反者は「取引禁止対象者リ
スト（Denied Persons List）」に掲載され、米国
との取引が事実上不可能とされてしまうリスクが
あることから（15 C.F.R. Supplement No. 2 to 

新時代における商事紛争解決の国際的潮流（2）
バイデン新政権における輸出管理・経済制裁法制の域外適用に関する動き1）

末冨純子 Junko Suetomi 松本 泉 Izumi Matsumoto

ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 弁護士（日本・米国ニューヨーク州）2）

早稲田大学法学部非常勤講師
ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業） 弁護士（日本・米国ニューヨーク州）2）

1）本稿は、2021年4月18日時点の情報に基づき執筆されたものである。
2）本稿の内容は筆者ら個人の見解であり、 筆者らが所属する組織とは一切の関係がない。
3）このほか、武器品目については、国際武器取引規則（ITAR）に基づき、国務省防衛取引管理局（DDTC）により
執行がなされ、原子力関連品目については、原子力規制委員会及びエネルギー省により執行がなされるが、本稿では
検討の対象外とする。
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764）、取引を行う者にとって順守の強いインセ
ンティブが働くこととなる。

2. 最近の動向
米国の輸出管理規制に関し、域外適用にも影響

しうる最近の注目すべき動きとして、以下の2点
を指摘したい。

第1に、規制対象品目の拡大である。ECRAは、
商務長官に対し、米国の国家安全保障に不可欠な

「新興及び基盤技術（emerging and foundational 
technologies）」を特定し、その輸出及び再輸出に
ついて輸出管理規制上の適切な管理を及ぼすこと
を義務づけている（50 U.S.C. § 4817（a）−（b））。
これに基づきBISは、バイオテクノロジーやAI・
機械学習、測位技術、マイクロプロセッサー、先
進コンピューティング、データ分析、量子情報・
センシング技術、ロボティクス等、新興技術に関
する14の技術分野の代表カテゴリーを提示し、
2018年11月から2019年1月までの間、意見募集を
実施した4）。その後、商務省は、2019年5月にポ
スト量子暗号技術を始めとする5つの技術分野を
特定し、商務省の規制品目リスト（CCL）に追
加する最終規則を公表したのを皮切りに、現時点
までに計5回、規制対象となる新興技術の公表を
行っている5）。また、基盤技術については、2020
年8月に具体的な技術を特定するための意見募集
手続を開始し、同年11月まで意見を受け付けた。
これを受けた新たな規則案は未だ公表されていな
いものの、BISは意見募集開始時に、基盤技術は
現在既に軍事エンドユース理由で規制されている
品目を含みうるとして、具体例として半導体製造
装置及びソフトウェアを挙げており6）、今後公表
される規則案が注目される。

第2に、対中国を念頭に置いた輸出管理規制の

見直しである。米国は、特に2018年以降、ファー
ウェイやZTE、SMICなどの中国企業等を矢継ぎ
早に「エンティティリスト」に追加するとともに、
それらの企業等が間接的に最先端の半導体等を入
手するのを防ぐ観点から、2020年5月及び8月に
EARの「直接製品ルール」と呼ばれるルールを
改正するなど、対中国向けの輸出管理規制の強化
を行ってきた。前者により、リストに掲載された
品目をリスト掲載企業等と取引する場合には商務
省の許可が必要になるとともに（15 C.F.R. § 
744.16（a）−（b））、原則として不許可を前提とし
た審査がなされるようになることから（15 C.F.R. 
Supplement No. 4 to Part 744）、１で述べた罰則
や不利益措置等を背景として、第三国企業がエン
ティティリスト掲載企業等と取引を行うことに強
い抑止力が働くこととなる。また、後者について
は、リスト掲載企業等が、リストに掲載されてい
ない第三国における自己の関係企業等を経由して
米国製の技術・ソフトウェアを活用した製品を入
手するのを防ぐ観点から、１で述べた（d）又は（e）
の直接製品に加えて、米国原産の技術等を使って
製造した機器を用いて生産した半導体等につい
て、それがファーウェイ等の企業の製品や部品な
どに組み込まれること、あるいはファーウェイ等
の企業が取引の当事者であることを知っている場
合に、当該取引を許可対象としたものである（15 
C.F.R. § 736.2（3）（vi））。これにより、製品そ
のものが米国技術にもとづくものでなくとも、生
産過程で米国産の技術等を使って製造した機器を
用いていれば、対象産品については規則の対象と
なる。また、従前であれば、米国技術・ソフトウェ
アを用いた直接製品を輸出・再輸出していた第三
国企業は、取引の相手方がエンティティリスト掲
載企業等でないこと、及び輸出・再輸出の仕向国

4）Review of Controls for Certain Emerging Technologies, 83 Fed. Reg. 223の58202頁を参照。
5）①2019年5月23日付の最終規則の公表（ポスト量子暗号技術等の5つの技術をCCLに追加）、②2020年1月6日付の
暫定最終規則の公表（衛星画像分析のために設計されたAI用ソフトウェア技術をCCLに追加）、③2020年6月17日付
の最終規則の公表（24の化学兵器原料物質等をCCLに追加）、④2020年10月5日付の最終規則の公表（5nm製造用の
ウェハーを仕上げるための技術等の6つの技術をCCLに追加）、⑤2020年11月6日付の規則案の意見募集（核酸アッセ
ンブラー及び核酸シンセサイザーの操作に関するソフトウェアをCCLに追加）。
6）Identification and Review of Controls for Certain Foundational Technologies, 85 Fed. Reg. 167の52934頁を参照。
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がD:1国（主に旧共産圏諸国）、E:1国（テロ支援
国）、あるいはE:2国（キューバ）向けでないこと
等を確認すれば、軍事エンドユース規制等のその
他の特別の規律に抵触しない限り、米国輸出管理
規制の許可対象とならなかったところ、新たな「直
接製品ルール」により、指定された品目がファー
ウェイ等に提供されうることを疑う合理的理由が
あるときは、サプライチェーンの全体像を把握し、
最終的にその製品がファーウェイ及びその関連企
業等に渡ることがないことを確認しておかなけれ
ば、米国輸出管理規制が域外適用されるリスクを
完全には排除できないこととなった7）。

3. 新政権における展望
バイデン新政権における米国輸出管理規制の域

外適用の見通しについては、今後の動向を更に注
視する必要があるものの、大きな方向性としては
トランプ前政権と変化がないだけでなく、むしろ
域外適用が更に強化される可能性さえあるものと
考えられる。ここでは、今後の動きを占うに当た
り注目すべきいくつかの事実を指摘したい。

第1に、米国新政権の対中政策に大きな変化は
なく、引き続き高度の対中警戒感を維持すると見
られることである。レモンド商務長官は、1月26
日に行われた米国上院の商務・科学・運輸委員会
の公聴会において、クルーズ上院議員から輸出管
理に関するスタンスを問われ、「既に述べたよう
に、中国のこれまでの行動は反競争的で、米国の
労働者及び企業を害するものであり、また強制的
である上、あなたが指摘したように、残忍な人権

侵害という罪を犯している。そのため、エンティ
ティリストであろうが、関税賦課や貿易救済措置
であろうが、米国の労働者にとって公正な競争条
件を確保するために、あらゆる全ての手段を用い
る意図がある」と述べ、対中国の観点からあらゆ
る手段を用いることを明らかにした。これには輸
出管理規制の域外適用も含まれうるものと考えら
れる。現に米国商務省は、4月8日、中国のスー
パー・コンピューター関連企業7社をエンティ
ティリストに追加した旨を公表した。これは、レ
モンド商務長官が就任してから初めてとなる対中
国関連のエンティティリストへの追加であり、米
国の厳しい対中姿勢に変化がないことを示すもの
である。

第2に、こうした対中警戒感を背景として、新
政権がサプライチェーンの見直しに具体的に動き
出していることである。バイデン大統領は、2月
24日に発出した大統領令において8）、今後100日
以内に、半導体製造及び最先端パッケージング、
電気自動車向け電池を含む高容量バッテリー、レ
アアースを含む希少鉱物資源及びその他の戦略物
資、医薬品及び原薬、の4分野のサプライチェー
ンリスクを分析するとともに（第3条）、1年以内
に、防衛、公衆衛生・バイオ、情報通信技術、エ
ネルギー、運輸、農産品・食料の各分野の産業基
盤のサプライチェーンに関する報告書をまとめる
ことを命じた9）（第4条）。これは米国が、中国に
重要産業のサプライチェーンを依存することを国
家安全保障上のリスクであると捉えていることの
現れであり、今後、報告の具体的内容を踏まえ、

7）EARにおいては、"knowledge"とは、「知っている」「知るべき理由がある」「信じる理由がある」といったように
状況に応じて変化しうる概念であり、積極的知識のみならず、「高い確率で将来起こりうることを認識（awareness）
している」といったことも含むとして、非常に広く定義されている（15 C.F.R. § 772.1）。また、BISが公表してい
るQ&A（Bureau of Industry and Security, Foreign-Produced Direct Product (FDP) Rule as it Relates to the Entity 
List § 736.2(b)(3)(vi) and footnote 1 to Supplement No. 4 to part 744 (Updated December 18, 2020)）のA13cにおい
ては、もし製品の一部が取引の相手方を通じてファーウェイ等に提供されることを「知っている」場合には、相手方
にどの程度の割合が組み込まれるか等の情報を問い合わせるべきであり、仮に返答がない場合にはBISの許可が必要
になる旨の説明がなされている。
8）America’s Supply Chains, Executive Order 14017 of February 24, 2021.
9）米国商務省は、この大統領令に基づき、3月15日から4月5日まで、重要な物品・素材や製造能力、鍵となるスキル
の組み合わせ、サプライチェーンを阻害するリスク、サプライチェーンの復元力等について意見を求めるパブリック
コメントを実施した。Risks in the Semiconductor Manufacturing and Advanced Packaging Supply Chain, 86 Fed. 
Reg. 48.
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具体的なサプライチェーンの見直しに動き出す意
思を明らかにしたものと考えられる。そして、そ
の十分な実効性を確保するためには、米国企業の
みならず、輸出管理規制の域外適用を通じて第三
国企業の行動にも影響を与えることが必要となる
可能性があるものと考えられる10）。

第3に、新政権の科学技術重視の姿勢である。
バイデン大統領は、就任直前の1月15日に、トラ
ンプ政権時代に2年以上空席の期間もあった科学
技術政策局の局長に、生物学者でハーバード大学
教授及びマサチューセッツ工科大学教授を務める
エリック・ランダー氏を指名するとともに、同局
長ポストを閣僚級に引き上げることを明らかにし
た。これは、バイデン政権がトランプ政権と異な
り科学技術を政権全体として重視していることを
示しており、間接的にではあるが、米国の重要な
技術が中国を始めとする価値観を共有しない国々
に移転するのを防ぐために、輸出管理規制の域外
適用を活用する可能性が高いことを示唆するもの
と考えられる。

Ⅲ．経済制裁

1. 米国経済制裁の概要
米国における経済制裁は、財務省国外資産管理

局（OFAC）によって実施されるものと、商務省
産業安全保障局（BIS）によって実施されるもの
とに大別される。後者については、経済制裁以外
の観点からなされるものも含め、既にⅡ．におい
て多くを論じたことから、ここでは前者に絞って
説明することとしたい。

OFACによる制裁は、「キューバの自由と民主
的連帯法」（通称「ヘルムズ・バートン法」）や「イ

ラン自由・拡散防止法」等の特定国を対象とする
個別法等を根拠に、制裁対象国との取引を包括的
に対象にして実施されるものと、「国際緊急経済
権限法（IEEPA）」や「国家非常事態法（NEA）」
等の法律や個別の大統領令等を根拠に、主に特定
国の特定の個人・企業等を対象にして実施される
ものとに分かれる。これらの制裁は、OFACによっ
て特定の個人・企業等を「SDNリスト」に掲載す
る形式で実施されることが多い。これらの制裁が
ターゲットとして念頭に置いているのは、当然な
がら制裁対象国や当該国の個人・企業等であるが、
法令の直接の名宛人は「米国民11）（US Persons）」
や「米国内の全ての資産及び財産的利益12）（all 
property and interests in property that are in the 
United States）」であり、米国内に存在する制裁
対象国の資産や米国民が管理・支配する国外の制
裁関連資産等の移転・支払などが罰則をもって禁
止されるとともに、米国民が制裁対象国ないし制
裁対象の特定の個人・企業等と取引を行うことも
禁止されることとなる。

ここで注意しなければならないのは、前述の通
り、制裁の直接の名宛人は米国民等であるものの、
第三国の個人・企業等が制裁対象となっている個
人・企業等と取引をした場合にも、最も深刻なケー
スでは当該第三国民自身がSDNリストに掲載さ
れ、米国内資産（銀行口座を含む）が凍結された
り、米国民との取引が禁止されたりする可能性が
あるほか、米国への入国禁止や米国政府の調達プ
ロセスからの排除といった様々な不利益措置が課
される可能性があることである。これらの不利益
措置は、一般に、第三国の個人・企業等と制裁対
象の個人・企業等との間の取引を抑止することを
意図した「二次的制裁（secondary sanctions）」

10）4月16日に実施された日米首脳会談の後で公表された「日米首脳共同声明」においては、「日米両国はまた、両国
の安全及び繁栄に不可欠な重要技術を育成・保護しつつ、半導体を含む機微なサプライチェーンについても連携する。」
との一文が加えられているところ（仮訳4頁）、米国新政権の基本的なスタンスとしては、このように価値観を共有す
る同盟国と緊密に連携したサプライチェーンの見直し（製造拠点や研究・開発拠点の分散・多様化等）を志向してい
るものと考えられるが、同時に、輸出管理規制の域外適用の更なる活用を検討する可能性も考えられるところである。
11）米国市民のほか、米国の永住権保持者、米国で設立された法人、米国にいる自然人を含む概念である。例えば、
ミャンマー軍事政権関係者に対する制裁を命じる2021年2月10日付のExecutive Order 14014のSec. 6(e)を参照。
12）制裁実施時に既に米国内にある資産のほか、その後に米国内に持ち込まれた資産や、米国民が国外で管理・支配
するようになった資産を含む。Executive Order 14014のSec. 1(a)を参照。
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と呼ばれ、第三国の個人・企業等に米国の経済制
裁を順守する強いインセンティブをもたらしてお
り、米国法の事実上の域外適用とも言いうるもの
である。

2. 最近の動向
域外適用にも関係しうる経済制裁に関する最近

の動向として、次の2点を指摘したい。
第1に、制裁数の増加と対象国の広範化である。

OFACが公表した制裁の数は、2000年代は年間
30-40件程度であったが、2011年以降は年間60件
以上を記録し、2019年には82件にまで増加してい
る13）。加えて米国は、これまで伝統的に経済制裁
の対象としてきたキューバやイラン、北朝鮮、シ
リアといった国に加え、中国やミャンマー、ベラ
ルーシ、ニカラグア、キルギス、リベリアといっ
た、より広範な国々の個人・企業等に制裁を課す
ようになってきている14）。これらを可能にしてい
るのが、１で述べた「SDNリスト」を用いた特定
の個人・企業に対象を絞った「賢い制裁（smart 
sanctions）」とも呼ばれる方法であり、SDNリス
トに新たに掲載される個人・企業等の数は、2009
年には320であったが、最も多い2018年には1,457
にまで増加している15）。これらに伴い、第三国の
個人・企業等に二次的制裁が課されうるリスクも
増大しているものと考えられ、事実上、制裁の域
外適用の範囲が拡大しているとも評価しうる。

第2に、米国による二次的制裁の影響が拡大し
ていることを受け、EU、カナダ、メキシコ、中
国などの様々な国・地域において、「ブロッキン
グ規制（blocking regulation）」と呼ばれる対抗立
法措置を導入する動きが広がっていることであ
る。例えば、早くからブロッキング規制を導入し
たEUにおいては、理事会規則No. 2271/96の別紙
に掲げられた法律（米国のヘルムズ・バートン法

やイラン自由・拡散防止法、イラン脅威削減・シ
リア人権法など）に基づき EU域外で出された裁
判所や行政府の命令はEU域内で効力を持たず（第
4条）、 欧州委員会の許可を得た場合を除き、 EU
域内の企業や個人がそうした法律に従うことを禁
じ て い る（ 第5条 ）。 ま た、 中 国 に お い て も、
2021年1月9日に「外国の法律及び措置の不当な
域外適用を阻止する規則」が公布・即日施行され、
同規則によると、国務院は、外国の法律及び措置
を了承・執行・順守してはならない旨の禁止令を
発することができ（第7条）、禁止令の対象となっ
ている外国の法律及び措置を順守した結果、中国
の公民や法人等の合法的な利益を侵害した場合に
は、侵害者に損害賠償を請求できるものと定めら
れている（第9条）。米国の経済制裁の事実上の域
外適用の副産物ともいえるこれらブロッキング規
制の広がりにより、今後、第三国の個人・企業等
が、米国の経済制裁と各国のブロッキング規制の
いずれに従うべきかの判断に悩む場面が増加する
ものと考えられる。このような状況にあっては、
客観的な背景事情の整理と分析、法令と実務の経
緯に基づいたリスク分析、これらを総合衡量した
合理的な判断が必要となる。

3. 新政権における展望
２で述べた米国による経済制裁の事実上の域外

適用の動きは、バイデン新政権においても大きく
変化することはなく、むしろ人権侵害等を理由と
した経済制裁の活用拡大さえ予測しうるところで
あり、今後の動向を注視する必要がある。

現に、イェレン財務長官は、1月19日に行われ
た米国上院の財政委員会の公聴会において、クラ
ポ上院議員から、どのように他国を米国の制裁に
従わせるべきかと問われた際、「我々の国家安全
保障に不可欠なこの仕事は我々が単独でも実施で

13）GIBSON DUNN, 2019 YEAR-END SANCTIONS UPDATE (Jan. 23, 2020) 3頁。
14）ただし、オバマ政権と比較すると、トランプ政権はより少数の国に重点的に制裁を課す傾向があったと評価され
ている。Abigail Eineman, Sanctions by the Numbers: The Geographic Distribution of U.S. Sanctions (June 15, 2020)
参照。
15）Johnpatrick Imperiale, Sanctions by the Numbers: U.S. Sanctions Designations and Delistings, 2009-2019 (Feb. 
27, 2020)参照。
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きるとともに、日常的な公式の対話や情報交換、
共同行動を通じて、他国と協力しても実施できる
ものである。もしそのような協調がうまくいかな
い場合には、財務省は、必要に応じて共謀者を明
らかにした上で、他国に対して、危険なテロリス
トや拡散国家をターゲットとする行動に参加する
よう強く要請すべく、準備しておくべきである」
と回答している。これは、バイデン新政権におい
て、経済制裁の事実上の域外適用の動きが拡大す
る可能性を示唆しているものと考えられる。

現に新政権発足後の3ヶ月間で、既に17件の制
裁がOFACにより公表され、合計55名・49機関が
SDNリストに新たに指定されている16）。特に、3
月22日にEU、英国、カナダと共同で、新疆ウイ
グル自治区における人権侵害を理由に、同自治区
の中国政府関係者2名を新たにSDNリストに追加

したことは、新政権が他の民主主義国と協同して
人権侵害に強い態度で臨むことを示唆している。

他方においてバイデン大統領は、4月1日に、
トランプ前大統領が発令した、米国人又は同盟国
の国民に対する国際刑事裁判所（ICC）による同
意のない捜査、逮捕、拘留、起訴に直接関わった
者等に対する制裁を解除する大統領令にも署名し
ており17）、今後は、国際協調主義の観点から、前
政権による明らかに不適切な制裁については解除
をしつつも、市民の弾圧や人身売買といった人権
侵害等については同盟国等と協調して厳しい態度
で臨むという、強い態度を維持するとともに、そ
こに合理的・理性的な法による根拠を求める、独
自色を出した政策を遂行していく可能性が高いも
のと考えられる。

16）現在までに、ミャンマー（2/11付、2/22付、3/10付、3/22付、3/25付、4/8付で合計14名・14機関追加）、中国（3/22
付で2名追加）、サウジアラビア（2/26付で1名・1機関追加）、イエメン（3/2付で2名追加）、ロシア（3/2付、4/15付
で合計20名・23機関追加）、メキシコ（3/3付、4/6付、4/14付で合計5名・2機関追加）、タンザニア（3/10付で1名・
1機関追加）、パキスタン（4/7付、4/15付で合計10名・8機関追加）の国籍を有する個人・機関等が新たに指定され
ている。
17）Termination of emergency with respect to the International Criminal Court, Executive Order 14022 of April 1, 
2021.
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紛争解決条項のヒント

　今月の紛争解決条項のヒントは、「台湾での仲裁判断の執行を念頭に置いた仲裁条項」についてです。
JCAAには様々な仲裁に関する質問が寄せられますが、台湾は「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）」の締約国ではないので、日本でJCAA仲裁をしても、仲裁判断が台湾で承認・
執行がされないのではないかとの質問を受けることがあります。結論から言えば、問題はありません。
　確かに、台湾はニューヨーク条約の加盟国ではないので、同条約に基づいて仲裁判断の承認・執行を
求めることはできません。しかし、台湾企業との紛争を日本を仲裁地としてJCAA仲裁に付託し、その手
続を経て下された仲裁判断は、中華民国仲裁法に基づいて、その承認・執行を求めることが可能です。
同法は第7章（第47条～第51条）に外国仲裁判断の承認・執行の規定を設けており、そこに定められてい
る要件はニューヨーク条約の定める要件とほぼ同じですので、同条約により承認・執行がされる仲裁判
断であれば、台湾において承認・執行されます。
　実際に、東京を仲裁地として行われたJCAA仲裁の仲裁判断が台湾で執行された事例があります1）。こ
の事件では、日本企業が台湾企業に対し、ある製品の製造を委託し、それを購入するとの契約を締結し
たところ、納入された製品に瑕疵があり損害が生じたため、日本企業はその損害の賠償を台湾企業に求
めました。数か月の仲裁手続の後、日本企業の請求がすべて認められる仲裁判断が出されました。台湾
企業はこの仲裁判断を任意に履行しませんでしたが、日本企業は台湾の裁判所にその仲裁判断に基づく
強制執行を求め、認められました。
　なお、裁判によって紛争解決する場合には、台湾の国際法的地位が問題となります。日本は台湾を独
立の国家としては承認していないため、訴状及び呼出上の送達について、国と国との間でする外交上の
ルート（民事訴訟法108条）を使うことができません。したがって、日本での裁判の場合には、台湾の被
告の住所が分かっていても、公示送達（民事訴訟法第101条第1項第3号）によることになります2）。とこ
ろが、台湾の民事訴訟法第402条1項2号及び判例によれば、外国の裁判において公示送達が用いられた場
合には外国判決の承認要件を欠くとされているので（日本の民事訴訟法第118条第2号も同じ）、公示送達
によって開始された日本の裁判の判決は台湾では承認・執行されないことになります。
　このように、台湾企業との紛争解決について日本の裁判所で勝訴判決を得ても台湾での強制執行がで
きないおそれがあることは注意を要します。契約交渉において、せっかく東京地裁を指定する合意管轄
条項を勝ち取っても、その判決が台湾では効力を認められないとすればかえって災いとなります。むしろ、
台湾企業との契約においてはJCAA仲裁を定める紛争解決条項を規定する方が安全だろうと思われます。

台湾での仲裁判断の執行を念頭に置いた仲裁条項

1）中村達也ほか「日本商事仲裁協会の仲裁判断が台湾の裁判所により承認された事例」JCAジャーナル52巻6号（2005
年）2-9頁参照。
2）民事訴訟規則第46条第2項後段の「外国においてすべき送達については、裁判所書記官は、官報又は新聞紙への掲
載に代えて、公示送達があったことを通知することができる。」との規定により、裁判実務上、被告の台湾での住所
が分かっていれば通知をしているようですが、これは送達ではありません。

64_紛争解決条項のヒント.indd   6464_紛争解決条項のヒント.indd   64 2021/06/02   11:052021/06/02   11:05



　68巻6号［2021.6］　　65

・2021年6月10日発行　第68巻6号（通巻768号）
編集兼発行人●板東  一彦
　　　発行所●一般社団法人　日本商事仲裁協会
　　　　　　　〒101-0054　東京都千代田区神田錦町3丁目17番地　電話（5280）5181（編集担当）
　　　製作所●株式会社アイセレクト
　　　　　　　〒116-0013　東京都荒川区西日暮里5-30-6　第3宝生ビル　電話（6806）8503（代表）

名古屋事務所　〒460-8422　名古屋市中区栄2-10-19 名古屋商工会議所内　052（223）5721
大阪事務所　　〒540-0029　大阪市中央区本町橋2-8 大阪商工会議所ビル　06（6944）6164（代）
神戸事務所　　〒650-0046　神戸市中央区港島中町6-1 神戸商工会議所会館　078（303）5806
横浜事務所　　〒231-8524　横浜市中区山下町2 横浜商工会議所内　　045（671）7406

©日本商事仲裁協会（禁無断転載）

国際契約・貿易実務相談（JCAA会員限定）
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【ご予約＆お問合せ】
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＜お問い合わせ＞
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17
廣瀬ビル3階　TEL：03-5280-5181
Email：planning-consulting@jcaa.or.jp
URL：www.jcaa.or.jp

＜ご購入＞
書店／JCAAのウェブサイトまたは窓口
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「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】
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No.12 技術ライセンス契約書【中国語版付】
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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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            

 現在、世界７8 ヵ国が加盟し、これまでに約 26,000 社のご登録をいただきました。 

*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 

カルネウェブサイト https//carnet.jcaa.or.jp 

 

 

 

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した 

   
      

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。 

 

 
更に 6 月から４８時間後に短縮発給！ 

*申請完了の営業 48 時間後 

 ＊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） 
事前の登録手続きの詳細は、カルネウェブサイト https//carnet.jcaa.or.jp をご覧ください 
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	54-56_本社法務の日常業務における国際商事紛争の予防_吉田先生
	57_日本商事仲裁協会（JCAA）の推薦仲裁条項
	58-63_新時代における商事紛争解決の国際的潮流_末富・松本先生
	64_紛争解決条項のヒント
	65_奥付
	66_石井法律事務所／ATAカルネ広告

	00_表2
	67_表3
	表4



