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Ⅰ．はじめに

メインランドチャイナ（中国）・香港間において、
ここ数年、仲裁に関する協力関係が急速に深まり
つつある。2019年10月1日、仲裁プロセスにおけ
る保全措置への相互的協力を定める新たな司法解
釈1）（以下「仲裁保全措置協定」という）が正式
に発効した。これにより、香港は中国で仲裁に関
する保全措置を講じうる唯一の法域となった。さ
らに、翌年11月26日には、仲裁判断の執行協力
に関する司法解釈も改正され2）（以下「改正仲裁
執行協定」という）、仲裁判断が下されてから強
制執行を申し立てるまでの期間においても、保全
措置を講じうることとなった。

これらの法政策上の革新により、香港を仲裁地
にする仲裁（以下「香港仲裁」という）、とりわけ、
中国に拠点・財産を持つ者を相手にするケースに
おいて、従来と異なる視座からのアプローチが可
能となった。これを受けて、本稿は、上記2つの
規定を中心に実務の観点から留意点を分析し、そ
れを通じて、中国裁判所の新たな活用を示唆のう
え、最終的に紛争の予防や解決に資することを目
的とするものである。

Ⅱ．適用範囲

旧来、中国以外の地域を仲裁地とする仲裁にお
いて、財産の仮差押えなどの保全措置（英米法上
の「暫定措置」）についての根拠規定が中国法に
はなかった。このため、仲裁申立人が被申立人の
財産秘匿などを見越して、被申立人の中国におけ
る財産を押さえようとしても、中国裁判所からの
協力は得られない状況にあった。この点、この度
の「仲裁保全措置協定」では、香港での仲裁に限っ
て、保全措置の申立てを容認した（同協定2条）。

第1に、ここでいう「香港での仲裁」とは、2
つの要件を同時に満たす必要があり、①香港を仲
裁地とし、②香港と中国両側の承認・確認を得て
いる組織・機関に管理されている仲裁案件を指し
ている（仲裁保全措置協定2条）。また、上記①に
ついては、商事仲裁に限られ、投資者とホスト国
との間の投資仲裁は除外されている（仲裁保全措
置協定に関する通達3）1条）。上記②については、
現段階で正式に認められている組織・機関は6つ
しかなく4）（同通達2条）、アドホック仲裁が当然
除外されている。

第2に、「保全措置の申し立て」とは、仲裁判断
がなされる前、すなわち、仲裁申立て前及び仲裁

香港仲裁における中国裁判所の新たな活用

刁聖衍 Diao ShengYan

リドラ法律事務所　上海オフィス　中国律師

1）中国語原文：「关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排」【法释（2019）14号】。
2）中国語原文：「关于内地与香港特别行政区相互执行仲裁裁决的补充安排」【法释（2020）13号】。
3）中国語原文：「关于贯彻执行『关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排』的通知」【法（2019）
207号】。
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過程中に行うものであり（仲裁保全措置協定3条
1項）、仲裁判断がなされた後の保全措置申立ては
上記②のような制限を受けない。

一方で、香港を仲裁地とする仲裁判断の承認・
執行において、上記②のような制限がなく、香港
で香港の「仲裁条例」に基づいて仲裁判断、すな
わち、香港を仲裁地とするものであれば、中国裁
判所に承認・執行申立てができるとされている（改
正仲裁執行協定1条、香港仲裁条例5）5条、中国に
おける香港仲裁判断の執行に関する通達）6）。

シンガポール国際仲裁センター（SIAC）が管
理している香港を仲裁地とする仲裁案件を例にす
ると、同機関は香港と中国両側の承認・確認を得
ている組織・機関ではないため、仲裁過程中に中
国裁判所に保全措置申立てを行うことができな
い。ただし、香港を仲裁地にする仲裁案件である
ため、なされた仲裁判断について、保全措置及び
承認・執行申立ては可能である。

構造がかなり複雑であるため、中国裁判所への
申立て可否をめぐる両手続の相違を下表にまとめ
てみた。

中国裁判所における香港仲裁の保全・承認・執行

No. 仲裁類型
保全措置

承認・
執行仲裁申立前・

仲裁過程中 仲裁判断後

①－1 商事
仲裁

承認・確認を得
ている組織・機
関によるもの

〇 〇

①－2 上記以外のもの × 〇 〇

② 投資仲裁 × × ×

③ アドホック仲裁 × × 〇

Ⅲ．�仲裁申立て前及び仲裁過程中におけ
る活用

1. 保全措置の種類
香港仲裁において、中国裁判所に申立て可能な

保全措置は3つあり、①財産保全、②証拠保全、③
行為保全である（仲裁保全措置協定1条前段）。そ
れぞれ中国法上の意味合いを順に解説していく。

まず、財産保全とは、文字通りで、財産を押さ
える強制措置であり、具体的には、銀行口座や不
動産などの仮差押えもあれば、株式や知財などの
譲渡停止もある。中国では、近年、行政手続きの
IT化にともない、裁判所と各行政機関との連動
が活発となり、差押えの実行も相当容易になった。

第2に、証拠保全とは、証拠になりうるものを
確保する措置であり、被申立人の手元にあるもの
だけではなく、第三者の支配下に置かれているも
のについても保全が可能とされる。また、対象と
なる証拠資料の性質によって、撮影、録音、録画、
鑑定などの様々な手法が用いられる。

第3に、行為保全とは、特定の行為をやめさせ
るか又は行わせる措置であり、上記2種類の措置
より比較的新しく設けられたものである。議決権
行使禁止や名誉棄損停止などがよく見られる適例
である。

2. 保全措置申立て手続き
実際、仲裁プロセスにおける裁判所への保全手

続き申立ては、多くの関係者（仲裁当事者、仲裁
機関、裁判所）が関わり、注意を要する点が多岐
にわたるため、ここで触れておく。

まず、申立ては、①被申立人の、②財産の、③
証拠の所在地の裁判所（＝中級人民法院）のいず
れで行う必要があり、複数の裁判所に同時に又は
並行して申し立てることが認められない（仲裁保
全措置協定3条1項）。ここでは、時間の節約を考

4）①香港国際仲裁センター（HKIAC）、②中国国際経済貿易仲裁委員会香港仲裁センター（CIETAC-HKAC）、③国
際商業会議所国際仲裁裁判所アジアオフィス（ICC-Asia Office）、④香港海事仲裁協会（HKMAG）、⑤華南（香港）
国際仲裁センター（SCIA-HK）、⑥一邦国際オンライン仲裁調停センター（Ebram-IODRC）。
5）Arbitration Ordinance (Cap. 609)。
6）中国語原文：「关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知」【法（2009）415号】。
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慮し、財産や証拠の所在地の裁判所を選択しがち
である。しかし、中国では、エリアごとに、裁判
所の対応はバラつきがあるため、前記のような選
択は必ずしも適切とは言えず、場合によっては被
申立人の所在地の裁判所のほうがよいケースもあ
る。仲裁への理解度やマンパワーの充実具合など
も視野に入れ、総合的に判断する必要があると思
われる。

第2に、①仲裁申立て前の場合、当事者より直
接裁判所に保全措置申立てを行い、保全措置発令
後30日以内に仲裁申立てを受理した特定の仲裁
機関より発行の受理証明書を裁判所に提示できな
いかぎり、保全措置が解除される（仲裁保全措置
協定3条2項）。②すでに仲裁申立てを行い、特定
の仲裁機関に受理された場合には、かかる機関を
介して保全措置申立てを行う必要がある（同条3
項）。ただし、実際、仲裁機関経由の申立ては時
間が相当かかるため、実務上、時間節約のため、
申立人が仲裁機関から転送届を取得し、申立資料
とセットで直接裁判所に提出する手法がよく使用
されており、裁判所もそれを容認している（仲裁
保全措置協定に関する通達3条）。

第3に、申立てに必要な書類は、主に、①申立
ての趣旨を記載している「保全申立書」、②仲裁
合意を存在・内容を示す資料（契約書やメールの
やり取りなど）7）、③本人確認のための資料（日
本法人を例にすると、履歴事項全部証明書など）、
④仲裁申立書（すでに仲裁申立てを行い、特定の
仲裁機関に受理された場合のみ）である（仲裁保
全措置協定4条1項）。なお、上記③本人確認書類
については、公証・認証手続きを経て裁判所に提
出する必要がある。実務上、日本を例にすると、
外務省認証＋在日中国大使館・領事館認証の形で
公証・認証手続きを行うのが無難である。

第4に、保全措置申立ての濫用を防ぐため、と
りわけ財産保全について、担保の提供が求められ
る。とはいえ、あまりにも高額な担保を求めると
制度の利用そのものが萎縮しかねないため、実際

保全対象となる財産の価値の約30%に達すれば裁
判所に認められるのが一般的である（財産保全司
法解釈8）5条1項）。また、担保の種類についても、
従来は、現金や銀行保証がメインであったが、近
年では、中国の損保会社発行の保証レターが裁判
所に好まれる傾向があり、窓口での指導によりこ
れらを指定されるケースも少なくない。そのため、
保全措置申立て前の準備段階から、損保会社の選
定、情報共有を行う必要があろう。

第5に、保全措置申立ての結果（認めるか否かの
裁判所決定）について、当事者が当該裁判所に不
服申立てを行うことが認められているものの、不
服申立てが認められるまで、対象となる裁判所の
決定の実行は影響されない（民事訴訟法108条）。
実際、保全措置申立てが認められないケースにお
いて、その原因は主に保全の必要性・緊急性の欠
如にあると思われることから、かかる要素が証明
できるまで複数回の申立ても可能とされている。

Ⅳ．�仲裁判断後及び強制執行中における
活用

1. 仲裁判断後の保全措置
保全措置は、①仲裁申立て前及び仲裁過程中だ

けではなく、②仲裁判断がなされてから承認・執
行申立てが行われるまでの期間中においても必要
不可欠である。というのも、②の期間中に、不利
な仲裁判断を受けた側が意図的に財産秘匿する可
能性が極めて高いからである。にもかかわらず、
旧来、それに関する取扱いについて、明確な規定
がなかったため、泣き寝入りを強いられた仲裁申
立人がしばしば見られた。

2019年の「仲裁保全措置協定」は、保全に関す
る特別法的な存在であるものの、仲裁判断後の保
全措置については何らの見解も示していない。こ
れを受けて、翌年の「改正仲裁執行協定」におい
て、ようやくこの問題について明確な規定を設け
られた。すなわち、仲裁判断の承認・執行申立て

7）保全措置申立手続きにおいて、仲裁合意の確認は、あくまで形式審査にとどまり、効力如何の判断には踏み込ま
ない。
8）中国語原文：「关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定（2020修正）」【法释（2020）21号】。
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が行われる前にも、中国法上の規定に基づいて保
全措置申立てが可能となったものである（改正仲
裁執行協定6条2項、民事訴訟法解釈9）163条）。

2. 仲裁判断の承認
本国と異なる法域でなされた仲裁判断につい

て、本国でその強制執行を申し立てたい場合、厳
密には2つのステップがある。すなわち、①仲裁
判断を同国法上執行可能なものにする「承認」手
続きと、②すでに同国法上執行可能なものになっ
た仲裁判断を実行する「執行」手続きである。

旧法は、外国仲裁や台湾・マカオ仲裁について、
承認及び執行の2つの手続きを規定していたが、
香港仲裁について、執行のみを規定し、その前段
階である承認について触れていなかった。このた
め、香港仲裁においては、その仲裁判断が中国で
強制執行されるために、別個の承認手続きを行う
必要があるかが不明確となっており、実務上の混
乱を招いていた。
「改正仲裁執行協定」では、承認手続きを執行

手続きと別個独立のプロセスに改め、強制執行の
ために承認が必要との一般的構造を明確にした。
今後、香港仲裁において、かかる仲裁判断が中国
で強制執行されるために承認が必要となり、また
執行を求めず承認のみ申し立てることも可能と
なった（改正仲裁執行協定1条）。

3. 仲裁判断の並行執行
債務者が中国のみならず、香港にも財産がある

場合、債権回収のため、債権者が両地域ともに強
制執行を行うことを企図するのが一般的である。
ところが、旧法では、並行して同時に中国・香港

両側の裁判所に執行の申立てを行うことが禁止さ
れていた。もっとも、実務では、仲裁申立人・債
権者ともこの制限に相当に頭を悩まされていた。
例えば、中国での強制執行がうまくいかず、確保
できた債務者の財産が想定していたより少なく、
改めて香港で強制執行を申し立てたところ、債務
者がすでに香港にある財産を他所に移した、ある
いは中国での強制執行手続きにあまりにも長い時
間を取られ、香港の仲裁時効がすでに成立してし
まった、といったケースも見られた。

この状況を改善するため、「改正仲裁執行協定」
は、並行執行の制限を無くし、中国・香港両側の
裁判所に同時に執行の申立てを行うことも可能と
された（同解釈2条3項）。これにより、中国裁判
所で強制執行申立てを行うことで受けうるリス
ク・不利益がかなり軽減され、制度活用が期待で
きると考える。

Ⅴ．結　び

香港は中国にとって、一国二制度政策のもとで
運営されるはじめての行政特区である。今般の法
政策上の革新からみれば、諸外国やその他のエリ
ア（マカオ、台湾）より手厚く優遇された位置に
あることが分かる。とりわけ、香港が中国で仲裁
に関する保全措置を講じうる唯一の法域となった
ことは、当事者にとって他の地域より相当に魅力
的な仲裁地になっていると言えよう。

なお、保全措置について、香港仲裁全般ではな
く、一部の仲裁機関・組織に限って認める姿勢は、
なお保守的と指摘できよう。これらの制限をいか
になくすかが、今後の残された課題である。

9）中国語原文：「关于适用『民事诉讼法』的解释」（2020年改正）【法释（2020）20号】。
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Ⅳ．仲裁制度と裁判所

ロシアの仲裁制度は、国際仲裁に関する限り、
2015年の制度改革以前から国際的水準にあった
と言ってよい。ロシアを仲裁地とする国際商事仲
裁は、主にロシアのflag ship国際商事仲裁機関で
あるロシア連邦商工会議所付属国際商事仲裁裁判
所（ICAC）によって行われてきた。ロシアを仲
裁地とする契約のほとんどはICACを仲裁機関と
定めており、その仲裁判断は、海外でも公正であ
ると評価されてきた。これに対して、その信頼性
に疑問がある仲裁機関が多かった国内仲裁の領域
では、2015年改革により、実際には正常に機能
していた仲裁機関も含めて、ほとんどの仲裁機関
が淘汰された。不正を行う仲裁機関がなくなった
その限りにおいては、司法省が主張するように、
2015年改革は成果があったとも言える。しかし、
この改革は、国際仲裁を国内仲裁と同列に扱い、
詳細にわたる規制の対象とした。当事者自治の原
則は、司法省による監督の導入により、大幅に後
退したのである。

ロシアの国際商事仲裁の問題は、仲裁制度その
ものよりも、仲裁に過剰に介入する裁判所にあっ
た。2015年改革後もこの問題は解決されていな
い。本稿（下）では、ロシアにおいて、裁判所が
仲裁制度とどのように関わってきたかを検討する
ことにしたい。

Ⅴ．Russian Torpedo

ロシアを仲裁地とするか否かを問わず、外国企業
がロシア企業を相手方として仲裁を申し立てた場合
に、ロシア企業がしばしば用いるのが、Russian 
torpedoと呼ばれる手法である。これは仲裁合意
が含まれる契約（underlying contract）を無効と
することを目的とする手法で、まずロシア側当事者
が、裁判所に契約無効確認の訴えを提起する。契約
無効の判決が確定すれば、仲裁条項も無効であり、
仲裁手続を進める根拠が失われる。Underlying 
contractの無効により仲裁条項の無効を獲得する
ため、喫水線下を狙う「魚雷」に擬せられるので
ある。

これに対しては、仲裁条項の分離可能性の原則
から、契約の無効は、契約に仲裁条項がある限り、
仲裁手続で争われなければならないという当然の
反論がありうる。ところが、Russian torpedoに
おいては、契約の効力を争うのは、契約当事者で
はなく、第三者である。民法上、契約の無効は、
何人でも争うことができる。そこで、当事者であ
る企業の株主などが、利害関係者として裁判所に
契約の無効確認を求めるのである。もとより、外
国側当事者も、この裁判手続に参加する権利はあ
るが、これは実質的には、ロシアの裁判所が、仲
裁合意の存在にも関わらず、紛争の実体判断を行
うことを意味する。

2009年の事例では、ICCの仲裁に継続中の事件

ロシア連邦の仲裁制度改革――その成果と問題点（下）

小田 博 Hiroshi Oda

ロンドン・ユニバーシティ・カレッジ法学部教授・弁護士（長島・大野・常松法律事務所）・英国事務弁護士
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につき、被申立人であるロシア企業の株主が、
underlying contractの無効確認をカリーニングラー
ド州の商事裁判所に求めた。被申立人に不利な仲
裁判断が下れば、被申立人には倒産の危険があり、
その限りで株主には契約の無効確認の利益がある
と株主は主張した。下級審はこの請求を認めたが、
破棄審裁判所は、仲裁判断によってこの株主の権
利、または法的利益が損なわれることが証明され
ていないとして訴訟適格を認めなかった1）。当時
のロシアの最高商事裁判所も、StenaRoRo v. 
Baltiiskii zavod事件で、underlying contractを有
効とし、ストックホルム商工会議所仲裁機関の仲
裁判断の執行を認めた2）。

しかし、2015年のCore Carbon Group v. Rosgazifikazia
事件では、モスクワの破棄審商事裁判所が、ストッ
クホルム商工会議所仲裁機関の仲裁判断の執行を
ロシアの公序違反として、その執行を拒絶した。
underlying contractがロシアの裁判所により無効
とされたため、その執行はロシアの公庁に反する
というのであった3）。

なお、underlying contractの無効を争うのは、
ロシア企業に限られない。ICACの仲裁判断の執
行をめぐる日本における裁判で、日本側当事者が、
契約の詐欺による無効を主張した例がある。これ
は執行判決が出た後に主張されたため、裁判所の
受け入れるところとはならなかった。

Ⅵ．仲裁判断の取消

仲裁判断は、一定の事由がある場合には、仲裁
地の裁判所により取り消されうる。UNCITRAL
モデル法を採択した国では、仲裁判断取消の理由
は、公序違反、重大な手続違反などに限定される。

契約において仲裁地を定める場合には、さまざ
まな考慮要素があるが、仲裁判断は、仲裁地の裁
判所により取り消される可能性がある以上、その
仲裁地の仲裁機関の適格性もさることながら、そ
の国の裁判所が独立・公平であるか否かも考慮し
なければならない。自国の企業に不利な仲裁判断
を裁判所が取り消す例は、少なからぬ国でみられ
る。ロシアにおいても疑問がある仲裁判断取消の
事例が少なくない。

ロシア国際商事仲裁法によれば、ロシアを仲裁
地とする仲裁判断は、以下の場合に当事者の申立
てにもとづいて権限ある裁判所によって取り消さ
れうる4）。
i） 当事者の一方が、当事者が合意した準拠法、

またはそのような準拠法がない場合にはロシ
ア法により、行為能力がないとき、または合
意が無効であるとき；

ii） 当事者が、仲裁人の指名、または仲裁手続の
開始について、適式に通知をうけず、または
その他の原因により、自己の主張を提出する
ことができなかったとき；

iii） 仲裁判断が、仲裁合意に定められていない紛
争について下されたとき、または仲裁合意の
条件に反したとき、または仲裁合意の範囲を
逸脱した問題につき判断がくだされたとき；

iv） 仲裁廷の構成、または仲裁手続が、当事者の
合意、またはロシア法に反するとき。

以下の場合には当事者の申立ての有無を問わず、
裁判所は、仲裁判断を取り消さなければならない。
i） 紛争の対象が、ロシア法によれば仲裁手続の

対象とならないとき；
ii） 仲裁判断がロシア連邦の公序に反するとき。

これはUNCITRALモデル法にしたがった規定で
ある。これら仲裁判断取消原因は、外国仲裁判断

1）北西管区連邦商事裁判所2009年9月29日決定。A21-2625/2007.
2）最高商事裁判所幹部会2011年9月13日決定。9899/09.
3）モスクワ管区商事裁判所2015年12月11日決定。A40-50778-15.　Yearbook Commercial Arbitration XLI (2016), 
pp.550-552.
4）なお、2015年の改正により、仲裁判断の取消は、仲裁手続の当事者にとどまらず、当該仲裁判断により、その権利、
または利益が損なわれた者も請求することができることが明定された（商事裁判手続法典第230条2項）。申立ては、
仲裁判断の取消を請求する当事者が受け取ってから3カ月以内になされなければならない（同条4項）。
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の承認・執行に関する条約（ＮY条約）が定める執
行拒絶原因と共通している。しかし、条約と同様に、
モデル法のこの規定は、その解釈・適用を各国法
に委ねている。たとえば仲裁可能性、公序などが、
実際にどのように解釈・適用されるかは、国によっ
て異なる。

一般に、裁判所は、当事者の合意にもとづく私
的な紛争処理手続の結果である仲裁判断を尊重
し、仲裁判断の取消や承認・執行の拒絶について
は、謙抑的であることが期待される。これに対し
て、ロシアの裁判所は、仲裁判断の取消、執行拒
絶について介入主義的なアプローチをとってき
た。裁判所がロシアの公序違反、仲裁可能性の欠
如、通知の不到達など、様々な根拠により、仲裁
判断を取り消し、またはその承認・執行を拒絶す
ることも少なくなかった。

その背景には、第1に、上級裁判所を含めて、
裁判所の仲裁制度に対する理解が十分ではなく、
むしろ私的な紛争処理制度としての仲裁に対する
不信感があったことがあげられる。仲裁判断の審
理にあたってその実体に立ち入らないという、基
本原則についても、上級裁判所がたえず下級審裁
判所の注意を喚起しなければならないほどであっ
た。第2に、一般に国内の仲裁機関の質は低く、
しばしば不正の温床になっており、裁判所がこれ
を是正する必要があるとも主張された。

第1の点については、裁判官の間で仲裁に関す
る認識が高まるにつれて、裁判所による仲裁への
恣意的な介入は以前ほどではなくなり、2010年
代から、pro-arbitration approachとロシアの専門
家も評価する司法判断が散見されるようになっ
た。第2の点は、2015年の改革までは、裁判所の
介入を正当化する重要な根拠であった。本稿（上）
でのべたように、国内仲裁機関には、その公正・
独立性、清廉性が疑わしいものが少なくなく、こ
れらの仲裁機関の仲裁判断に裁判所が介入する必

要があったことは事実である。
しかし、ロシアの仲裁専門家によれば、「仲裁

で敗れた当事者が仲裁判断を常に任意に履行する
とはとうてい言えない」。これは統計上も明らか
である。2015年の法改正により仲裁機関の数が大
幅に削減される以前の統計では、仲裁判断取消の
申立て件数は490件であり、そのうち115件で仲裁
判断が取り消された。2016年には577件の申立て
のうち105件、2017年には401件中、93件, 2018年
には256件のうち78件で仲裁判断が取り消された。
これはかなり多い取消申立件数と高い取消率と言
わなければならない5）。取消原因に関する統計は
ないが、公序が広く解釈され、実体法の誤った適
用や、当事者主義・当事者対等の原則の違反、特
定の証拠の不採用などが取消原因とされることが
ある。「多くの場合に、裁判所は公序の名のもとに、
仲裁判断をきわめて広く、事実上その実体に立ち
入って審査する」と言われる6）。

ロシアの裁判所による仲裁判断の取消は、国内
仲裁機関の仲裁判断に限られなかった。国際的に
も認知されているICACの仲裁判断も、その根拠
が疑わしい裁判所の決定により、取消の対象と
なった。このような例としては、Maximov事件と
Yukos Capital事件をあげることができる。

（1）Maksimov v. NLMK事件
NLMKはロシア最大の製鉄会社であり、その

経営者は、いわゆる新興財閥（oligarch）のひと
りであるが、Dmitri Maksimovが経営するMaxi- 
Groupの株式を買収した際に、その対価を支払わ
なかったとして、MaximovがICACに仲裁を申し
立てた7）。ICACはNLMKに3億ドルの支払いを命
じる仲裁判断を下した。これに対してNLMKは
ただちに商事裁判所に仲裁判断の取消を求めて出
訴し、裁判所はICACの仲裁判断を取消した。

NLMKの主張によれば、3人の仲裁人のうち2

5）D.L.Davidienko, ‘Praktika rassmotreniia arbitrazhnymi sudami del ob osparivanii treteiskikh reshenii’, Zakon 
2020 No.6,p.130. A.I.Muranov, Vestnik mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha, 2019 No.2/2020 No.1, p.18.
6）Davidienko, supra, p.132-133.
7）NLMKの取締役会議長V.LishinもN.Maximovも共にForbesのbillionaire listにリストアップされていた。しかし、
その後Maxi Groupは、NLMKの申立てにより、破産を宣告された。
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名が申立人側の鑑定人と同じ研究機関に勤務し、
鑑定人とは従属的関係にあったが、これを当事者
に開示しなかった。これは仲裁人の公正・独立に
疑いを生じさせる事実であった。鑑定人と仲裁人
との関係は、すでに仲裁申立ての時点で公知の事
実であったが、NLMKは仲裁判断が下された後、
初めてこの点をとらえて仲裁判断取消請求の根拠
とした。NLMKは、また、当該紛争が会社紛争
であり、仲裁可能性を欠くとも主張した8）。

第一審裁判所はこれらの主張をすべて認め、さ
らに裁判所の職権で、仲裁判断における利息の計
算がロシア民法典の強行規定と異なり、ロシアの
公序に反するとした。それまでは、単なる国内法
の違反は、公序違反ではないというのが最高商事
裁判所の判例であった。しかし、上級裁判所はこ
れらの根拠をすべて肯定し、原審決定を維持した9）。

（2）Yukos Capital v. Rosneft
Yukos事件10）では、当時のロシア最大の石油開

発会社Yukosが、Putin政権によって解体され、
そ の 資 産 は、 ロ シ ア 国 営 の 石 油 会 社 で あ る
Rosneftにより、低廉な価格で取得された。ヨー
ロッパ人権裁判所は、この一連の手続を違法と認
め、またエネルギー憲章条約にもとづく3件の投
資紛争仲裁（ハーグを仲裁地とするアド・ホック
仲裁）では、Yukos解体の過程をロシア政府によ
る資産の収用であるとする申立人の主張が認めら
れ、ロシア政府は、多額の賠償を命じられた11）。
本件は、このYukos事件の余波である。

Yukosの株主であるYukos Capitalは、Yukosの
生産子会社であったYuganskneftgazを相手方とし

て、Yukosの貸付金の返済を求めてICACに仲裁
を申し立てた。ICACはこれを容れて、2006年に
4件の仲裁で申立人勝訴の仲裁判断を下した。こ
れに対して、Yukosの解体によりYuganskneftgaz
を取得したRosneftは、裁判所にこれらの仲裁判
断の取消を求めて出訴した。第一審裁判所は、
Rosneftの主張を認め、4件の仲裁判断が当事者間
の仲裁手続に関する合意に反し、ロシアの公序違
反であるとしてこれらを取り消した。その主たる
根拠は、仲裁人（複数）が、仲裁申立人の代理人
である弁護士が所属する法律事務所が他の法律事
務所と共催した会議やシンポジウムに参加したこ
とを開示しなかったということにあった12）。上級
裁判所も第一審の決定を支持した13）。

これらの事件は、一方は、ロシア最大の製鉄会社
を当事者とする紛争であり、他方は、政府の主導で
行われた当時の世界的な石油企業の解体に関連し、
ロシアの大手国営企業を相手方とした事件であった。
後者では、ICAC仲裁判断―多額の債務弁済―の
履行が、直接国家の利害に関係する。このいずれに
おいても、ICACの仲裁判断が、疑わしい根拠にも
とづいてロシアの裁判所により取り消されたので
あった。

Ⅶ． 仲裁地で取り消された仲裁判断の仲
裁地以外における執行

このように仲裁判断が仲裁地の裁判所により取
り消された場合に、当事者に残された選択肢は、
被申立人の資産がある、仲裁地以外の国でその仲
裁判断の執行を求めることである。これはロシア

8）本件は、株式の売買契約の代金支払いをめぐる紛争であって、会社の経営権に関する紛争ではなかった。
9）P.J.Pettibone, ‘The Non-Arbitrability of Corporate Disputes in Russia’, Arbitration International, vol.29, No.2 
(2013).
10）この経緯に関しては、T.Gustafson, Wheel of Fortune, 2012, P.272ff.
11）ヨーロッパ人権裁判所の決定は、ECHR  CASE OF OAO NEFTYANAYA KOMPANIYA YUKOS v. RUSSIA,  
Application no. 14902/04 20 September 2011．なお、本件投資紛争仲裁に関しては、ロシア政府が仲裁地であるハー
グの裁判所に仲裁判断取消しの申立てを行った。第一審は仲裁判断を取り消したが、この決定は控訴審で覆された。
12）E.M.Vaniukova, ‘Nezabisimost’ i bespristratsnost’ arbitrov v mezhdunarodnom kommercheskom arbitrazhe’, 
Vestnik mezhdunarodnogo kommercheskogo arbitrazha, 2014 No.2, pp.78-79. この事件では、取消申立人が法定の3カ
月の期間内に申立てを行ったかどうかも疑問とされる。
13）Pettibone, supra note 9.
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における仲裁判断に限らず、一般に仲裁地の裁判
所により取り消された仲裁判断を仲裁地以外で執
行できるかという問題である。

NY条約Ⅴ条1項（e）は、執行拒絶の理由のひと
つとして、仲裁地の権限ある裁判所により、その仲
裁判断が取り消された場合をあげる。しかし、第V
条は、この場合に仲裁判断の執行申立てを拒絶でき
る（may refuse enforcement）と定めており、拒 
絶をしなければならない（must refuse enforcement）
と定めているわけではない。一方、NY条約Ⅶ条1
項は、この条約が、執行申立てを行う当事者の執
行地法にもとづく権利を損なうものではないと定
める。言い換えれば、執行申立て地の法がNY条約
よりも有利であれば、当事者は、執行地の法にも
とづいて執行申立てができることになる。実際に
も、たとえばフランスでは、民事訴訟法典が執行
拒絶の根拠を列挙するが、仲裁地において仲裁判
断が取り消されたことは、拒絶原因に含まれてお
らず、それを理由に仲裁地で取り消された仲裁判
断の執行が認められる。アメリカでは、Federal 
Arbitration Actは、NY条約Ⅶ条に定められた、条
約よりも執行申立て人に有利な法であると認め、
仲裁地で取り消された仲裁判断の執行を認めた判
決がある。一般に仲裁判断の執行の可否は、執行
地の裁判所の判断に委ねられるが、多くの場合、
仲裁判断の取消の過程で著しく不公正な事情がな
い限り、執行地の裁判所は、仲裁地の裁判所の判
断を尊重するとされる14）。

ICACの仲裁判断が疑わしい根拠により取り消さ
れた上記の2つの事件について、Yukos Capital事件
では、Yukos Capitalは、オランダの裁判所にICAC
の仲裁判断の執行を申し立てた。アムステルダム
の控訴審裁判所は、ロシアの裁判所の判決をオラ
ンダで承認するか否かという観点から検討し、「ロ

シアの裁判所は公正中立ではなく、ロシア国家の
利益により指導され、行政機関の指示を受けてい
る」としてロシアの裁判所の判決を承認せず、仲
裁判断の執行を許容した。最終的には、4億2千5
百万米ドルが支払われたと報告されている15）。

一方、Maksimov v. NLMK事件では、仲裁申立
人は、モスクワ市裁判所によるICAC仲裁判断取
消しの後、ICACの仲裁判断にもとづいてフラン
スの裁判所に執行申立てを行った。パリ控訴院は、
仲裁地の裁判所による仲裁判断の取消は、フラン
ス民事訴訟法が定める仲裁判断執行拒絶原因には
当たらないとの従来の見解に加えて、ロシア裁判
所が取消の根拠とした仲裁人の公正・独立に疑い
を生じさせる事実は、手続当初から公知の事実で
あり、被申立人NLMKがこれを適時に主張しな
かったと指摘し、仲裁判断のフランスにおける執
行を許容した16）。

Maksimovはフランスの他に、オランダ、英国
でも執行申し立てを行った。オランダの裁判所は、
Yukos Capital事件では、上記のように、ロシア
の裁判所により取り消されたICACの4件の仲裁
判断のオランダにおける執行を認めた。しかし、
Maksimov事件では、第一審裁判所は、仲裁地の
裁判所で仲裁判断が取り消された場合には、その
仲裁地の裁判所の決定を承認することがオランダ
の公序に反する、例外的な場合にのみ、その執行
が認められると判示した。控訴審は、ロシアの裁
判所が公正であるか、鑑定人の意見を求め、これ
を審査した結果、ロシアの裁判手続については
negative pictureが描けるが、Maksimovが公正な
裁判を受けなかったとするには証拠不十分である
として原審決定を支持した17）。

イギリスにおける執行手続では、仲裁判断の執
行は認められなかった。裁判所は、ロシアの裁判

14）M.L.Moses, The Principles and Practice of International Commercial Arbitration, third edition, Cambridge 2017, 
237-241.
15）利息に関する英国裁判所の決定Yukos Capital Sarl v. OJSC Rosneft Oil Co., [2012] EWCA Civ 855による。
16）Davidenko, supra note 5, p.138. CA Paris, 1er avril 2014, n 12/15479.
17）R.Gal, Enforcing awards that have been set aside at the seat: the English and Dutch Courts remind parties of the 
high hurdle that must be overcome, The Law of Nations, November 7, 2017. オランダにおける2つの決定の相異は、
Yukos Capital事件では、司法制度が政府によってYukosを解体するために用いられたことが明らかであったのに対し
て、Maksimov事件では、私企業間の紛争であったことによると推測される。
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所があげた取消原因のうち、公序違反と仲裁人の
開示義務違反についてsevere criticismをもつとし
つつも、ロシアの決定は、執行申立て人に対する
biasとしか言えないほどextreme and perverseとは
言えないとした18）。

結　語

ロシア企業との取引において紛争処理条項をど
のように定めるべきかについて一義的な答えはな
い。現在のロシアの裁判所の在り方をみれば、係
争額が大きいか、相手方が大手国営企業である取
引・プロジェクトでは、紛争処理手続にロシアの
裁判所が関与する可能性をできるだけ排除するこ
とが望ましい。そのためには、少なくともロシア
を仲裁地とすることは避けなければならない。
ICACの仲裁は、ICAC仲裁規程により、ロシア
を仲裁地とすることが義務づけられている。ロシ
アを仲裁地とすることを避けるのであれば、
ICACの仲裁を選択することはできない。そこで
ICCやLCIA, SIA、SIACなど第三国における仲

裁を選択することになる。しかし、第三国仲裁を
選択しても、相手方の資産がロシアのみにある限
り、ロシアの裁判所において執行申立てをしなけ
ればならない。本稿では、ロシアにおける外国仲
裁判断の承認・執行に触れることができなかった
が、疑わしい根拠にもとづく外国仲裁判断の執行
拒絶の例は少なくない。また、契約の無効確認を
相手方関係者がロシアで主張する、Russian 
torpedoの危険もある。

ロシアの仲裁制度の問題は、仲裁機関ではなく、
裁判制度にある。この点を考慮せずに、仲裁制度
改革の成果を肯定的に評価することには大きな疑
問がある。2015年仲裁制度の改革が、当初の意
図のように、仲裁地としてのロシアを外国企業に
アピールすることを目的とするのであれば、裁判
所の仲裁への不適切な介入を排除する地道な努力
が必要である。Yukos事件はその政治性から制度
の例外であるという主張は説得力をもたないので
ある。

（完）

18）Maximov v.Open Joint Stock Company NLMK, 2017. [2017] EWHC 1911 (comm)
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Ⅰ．はじめに

個別的な紛争解決手段である仲裁においては、
当事者の私的自治を前提とした非集権的アプロー
チが指向されるのに対し、法的倒産処理は、債権
者等の多数の利害関係者の個別的権利行使を強行
法規により制限し、集団的秩序形成を実現する、
いわば集権的な力学の支配する領域である。この
ように、仲裁及び倒産の性質及び制度目的の関係
性は、「ほとんど対極にあるものの相克」1）にほ
かならず、長年にわたり理論・実務の両面で困難
な論点を提供してきた。本稿では、日本法の現状
を再確認するとともに、クロスボーダー倒産処理
実務の最先進国である米国と、国際的な仲裁セン
ターの代表格であるロンドンを擁し、長年にわた
りヨーロッパの倒産実務を牽引してきた英国2）に

おける各法制度及び議論状況を整理し、もって日
本法及び実務への示唆を炙り出すことを試みる。

Ⅱ．日本法における問題状況

仲裁と倒産の交錯という問題設定自体は目新しい
ものではない。日本でも、例えば、代表的な論点と
して、①仲裁合意の拘束力の問題（倒産手続開始前
になされた仲裁合意がある場合、倒産手続における
債権確定の方法として査定手続が優先するか、仲裁
合意が管財人や債権者を拘束し、仲裁が優先するか）
及び②倒産手続開始が係属中の仲裁に及ぼす効果の
問題（係属中の訴訟のように仲裁を「中断」させ、
債権確定のために「受継」することができるか）等
が従来から議論されてきた3）。まず、これらの論点
について、現在の議論状況を概観する4）。

新時代における商事紛争解決の国際的潮流（4）
仲裁と倒産の制度的相克――米・英における調和の試みと日本法への実務的示唆――

粕谷宇史 Hiroshi Kasuya 鈴木惇也 Junya Suzuki

小林正佳 Masayoshi Kobayashi

塚原和明 Kazuaki Tsukahara

髙橋 彩 Aya Takahashi

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 弁護士

弁護士

弁護士

弁護士

1）Societe Nationale Algerienne v. Distrigas, 80 B.R. 606, 610 (D. Mass. 1987).
2）なお、本稿では、法域としてのイングランド及びウェールズを「英国」と呼称しているので留意されたい。
3）松下淳一「倒産法制と仲裁（1）」JCAジャーナル41巻4号（1994年）11頁。なお、倒産手続開始前に既に仲裁判
断が存在するケースでは、債権確定手続においてその仲裁判断をどう取り扱うかという点も問題になるが、本稿では
割愛する。
4）議論の前提として、例えば、破産法は、届出破産債権の額等について破産管財人が否認し又は他の破産債権者が
異議を申し立てた場合、届出債権者に裁判所への査定の申立権を与えている（破産法125条1項）が、手続開始時に係
属中の訴訟がある場合には、当該訴訟を中断させ（同法44条1項）、異議者等の全員を相手方として受継申立てを行う
義務を届出債権者に課している（同法127条1項）。このように、査定手続と係属中の訴訟の間では、後者を優先させ
る形で整理されているのだが、倒産手続開始時における係属中の仲裁の取扱いを定めた明文の規定は存在しないため、
査定手続と仲裁との間では“conflict”が生じる。
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1. 仲裁合意の拘束力
仲裁合意の拘束力については、法律上明文の規

定はなく、様々な学説が鼎立し、定説を見ない状
況にある5）。①多数説は、仲裁合意の拘束力を一
般的に認め、届出債権者が査定申立てに代えて仲
裁の開始を申し立てた場合には、管財人はこれに
拘束されるとする6）。これに対して、②破産手続
の開始によって破産債権に関する仲裁合意は失効
するとする見解7）、③仲裁合意が双方未履行双務
契約に該当するとの理解を前提に、管財人による
解除を認める見解8）や、④後述の米国での議論も
踏まえて、倒産法固有の視点からの審理が求めら
れる事項については仲裁合意の効力を否定する一
方で、それ以外の事項（例えば債権の額や内容）
については仲裁合意の効力を認めるべきであると
する見解9）などがある。

三光汽船の会社更生事件では、この点が争われ
た。自己の債権が共益債権であることの確認を求
めた債権者の訴えにおいて、管財人は仲裁合意の
存在を理由に訴えの却下を求めたが、裁判所は、
共益債権性に関する争いは会社更生法の解釈固有
の問題であり、当該争いまでをも仲裁合意の対象
とする意思が当事者にあったわけではないとし

て、仲裁合意の拘束力を否定した10）。当事者の意
思解釈に根拠を求めた東京地裁のアプローチの是
非はともかく11）、結論として倒産手続固有の問題
については仲裁合意の拘束力が及ばないとした点
で、米国での議論（後述）を彷彿とさせる。

2. 倒産手続開始が仲裁に及ぼす効果
倒産法上、係属中の訴訟を倒産債権の確定のた

めに流用できることとのアナロジーから、係属中
の仲裁についても中断・受継による流用ができな
いかが議論されてきた。これについては、①仲裁
法上、仲裁手続係属中に当事者が倒産した場合の
措置に関する規定は存在しないことから、中断・
受継を不許とする見解がある一方、②仲裁合意の
存在が訴えの利益を失わせること（仲裁法14条1
項）や、訴訟と仲裁は権利の確定手続として等価
値であること等から、倒産法上の中断・受継の規
定が類推適用されるとする見解12）も有力である。

もっとも、上記②の立場を採るとしても、実際
に仲裁を中断させ、管財人による受継を認めるか
は仲裁廷の判断に委ねられるため、確実に仲裁を
債権確定のために流用できるとは限らない。この
ため、仮に、仲裁廷が仲裁の中断・受継を認めず、

5）なお、管財人等と債権者のいずれもが仲裁での債権確定を望まないケースでは仲裁合意を合意解除すれば足りる
ので、実務上深刻な問題とはなりにくい。問題は、管財人等が倒産手続内（査定手続）での統一的処理を希望し、債
権者が仲裁での個別的解決を希望する場合である。濱田芳貴＝富松由希子「国内倒産と海外仲裁の手続的な交差点」
NBL1048号（2015年）26頁参照。
6）伊藤眞『破産法・民事再生法（第4版）』（有斐閣、2018年）688-689頁、山本和彦「倒産事件における各種訴訟の
立法論的課題」島岡大勇ほか編『倒産と訴訟』（商事法務、2013年）484頁など。
7）伊藤眞ほか『条解破産法（第3版）』（弘文堂、2020年）919-920頁は、仲裁の利用により発生する手数料や仲裁人
報酬を破産財団が負担するのは査定手続という簡易迅速な手続を設けた破産法の趣旨に反するので、仲裁法13条1項
の「法令に別段の定めがある場合」に該当するとの解釈論に立脚する。
8）福永有利『倒産法研究』（信山社、2004年）287-289頁、292-293頁、斎藤秀夫ほか編『注解破産法（第3版）下巻』

（青林書院、1999年）533頁〔中島弘雅〕。
9）杉山悦子「倒産手続における仲裁合意」仲裁とADR 10号（2015年）9-10頁。また、倒産法固有の問題は仲裁適
格性を欠くとするものとして、高杉直「倒産手続の共益債権に関する紛争と国際仲裁合意の効力」ジュリスト1493号

（2016年）117頁。
10）東京地中判平成27年1月28日判時2258号100頁。
11）この中間判決に対する批判として、高杉・前掲注9)117頁（仲裁合意の解釈についてもまずは仲裁合意の準拠法
である英国法によるべきであったとする）、福岡真之介ほか「〈パネルディスカッション〉国際倒産の実務上の諸論点」
NBL1109号（2017年）47頁〔鐘ヶ江洋祐〕（倒産手続に関する紛争についても仲裁の対象とすることが仲裁合意に明
記された場合、仲裁を優先するしかなくなるのではないのかが危惧されるとする）などがある。
12）伊藤・前掲注6)688頁、伊藤眞「破産債権確定手続と外国訴訟手続および仲裁手続の交錯（Traversée）――国際
化時代の破産式確定――」金法2140号（2020年）37頁。
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債務者を当事者としたまま仲裁を進行する場合、
その後に出た仲裁判断については日本での執行力
を認めるべきでないという意見13）もある。しかし、
債務者の在外資産については、仲裁判断を得た海
外債権者等により外国で強制執行のターゲットと
されるリスクがあるため、実務上は、後述のとお
り、管財人等による仲裁廷との調整が肝要となる。

3. 実務における対応
このように、仲裁と倒産を巡る上記各論点はい

ずれも理論的に明確でないため、債権者としては、
仮に仲裁での債権確定を望む場合でも、保守的に
査定申立てを行う必要に迫られる。逆に、管財人
等としては、査定手続での債権確定を希望しても、
仲裁廷が仲裁を終了・中断する判断を下すか不透
明である（手続を継続されてそのまま仲裁判断ま
で至れば、在外資産等の強制執行リスクもある）
ため、結局、仲裁への対応を余儀なくされる。そ
の結果、査定手続と仲裁が並行して係属するケー
スも生じ得るが、異なる手続間で同一債権につい
て相反する判断がなされると処理に窮することに
なる。かかる事態を回避できるかは、①仲裁廷に
対し、査定決定等が出るまでの間、仲裁の事実上
の中断を求める（あるいは、これと反対に、仲裁
廷には仲裁の継続を求めつつ、裁判所に対して、
査定手続の停止を要請する）、②仲裁を終了する
よう仲裁廷を説得する、③査定手続において仲裁
判断を踏まえて認否を行う等、管財人等による手
続間の調整に向けた努力にかかっている14）。かく
して、日本法上、仲裁・倒産の交錯が問題となる
局面では、実務家による交通整理が重要な役割を
担ってきた。

Ⅲ．米国における法と運用

1. 連邦仲裁法と連邦倒産法
連邦法を採用する米国では、各州法に優先する

一般法としての連邦仲裁法（アメリカ合衆国法典
第9編；Federal Arbitration Act）及び連邦倒産法

（同第11編；Bankruptcy Code）が存在する。米国
の裁判所は、仲裁合意を執行し仲裁によって紛争
を解決するという連邦仲裁法のポリシーを尊重す
る一方で、倒産手続における紛争を倒産裁判所に
おいて集団的に解決するという連邦倒産法のポリ
シーをも支持してきた。しかしながら、連邦仲裁
法及び連邦倒産法のいずれも、仲裁と倒産手続の
関係（例えば、倒産手続における仲裁合意やそれ
に基づく仲裁の取扱い等）について明確な規定を
置いていないことから15）、対立するこれら2つの
立法政策のバランスをいかに調整するかというこ
とが長らく議論されてきた。マサチューセッツ州
連邦地方裁判所の措辞を借りれば、両者の関係は、
それぞれの法律が明確で揺るぎない立法政策を推
進し、強力な司法の承認を得ているという点で、

「ほとんど対極にあるものの相克」（a conflict of 
near polar extremes）の様相を呈している16）。そ
れでは、対極にある連邦仲裁法と連邦倒産法の調
整を米国法制はどのように図っているのか。

2. 判断の基本的な枠組み
連邦最高裁判所は、連邦仲裁法と他の連邦法と

の関係について、連邦仲裁法の上記ポリシーを尊
重する立場をとりながらも、例外として、連邦議
会（が制定した他の連邦法）が、ある紛争を仲裁
の対象から除外する明確な意図を有しているとい
える場合には、他の手続により紛争を解決するこ
とを認めるというアプローチをとる17）。そして、

13）福岡ほか・前掲注11)47頁〔鐘ヶ江洋祐〕。
14）西村あさひ法律事務所編『事業再生大全』（商事法務、2019年）736-737頁〔森倫洋〕参照。また、クロスボー
ダー案件の実務的処理の詳細については、濱田＝富松・前掲注5)26頁以下参照。
15）なお、連邦倒産手続規則（Federal Rules of Bankruptcy Procedure）9019(c)においては、倒産財団に影響を与え
る紛争について、当事者間に合意がある場合には、終局的かつ拘束力のある仲裁により当該紛争を解決することを裁
判所が承認できる旨が規定されており、連邦倒産手続規則のレベルでは仲裁が紛争解決手段として認識されている。
16）Supra note 1, Societe Nationale Algerienne v. Distrigas.
17）Shearson/Am. Express Inc. v. McMahon, 482 U.S. 220 (1987).
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そのような他の連邦法の意図の有無は、①当該連
邦法の文言、②立法過程に関する経緯、③連邦仲
裁法と当該連邦法の各目的の間に「内在する矛盾」

（inherent conflict）があるかどうかという3つの
要素により検討される（「McMahonテスト」）。

そして、連邦仲裁法と連邦倒産法の関係という
文脈においては、連邦倒産法の文言（上記①）に
も、その立法経緯にも（上記②）、連邦倒産法が
仲裁合意を排除する意図を有していることを示す
明確な証拠がないため、連邦仲裁法の目的と連邦
倒産法の目的との間に「内在する矛盾」があるか
どうか（上記③）、より具体的には、仲裁による
紛争解決が連邦倒産法の目的に反するか否かが問
題となる。この点をいかなる基準により判断すべ
きか、具体的にどのような場合に仲裁が排除され
るか等を巡って多くの裁判例が集積しているが、
巡回区控訴裁判所レベルでも判断が分かれてお
り、未だに統一的見解はない。

また、上記③の判断に関連して、係争事項が倒
産手続の「核心的」（core）事項であるか「非核
心的」（non-core）事項であるかが検討されるこ
とも多い。一般に、米国の司法及び司法手続法（ア
メリカ合衆国法典第28編；Judiciary and Judicial 
Procedure）157条(b)(2)に例示列挙された事項（例
えば、債権の認否、財団の範囲、否認権、免責に
関する事項等）のほか、連邦倒産法によって創設
された権利や倒産手続によって発生する権利が関
わる手続、倒産手続を進める上で不可欠な手続、
及び倒産手続外では存在し得ない手続が、倒産手
続の核心的事項であると整理されている。そして、
非核心的事項に関して有効な仲裁合意が存在する
場合は、倒産裁判所は仲裁による紛争解決を拒否
する裁量を有しないとするのがほぼ統一的な見解
となってきている18）。他方、核心的事項について
は、事案によって判断が分かれており、後述のと
おり、核心的事項であっても具体的な紛争の内容
次第では、仲裁との間で「内在する矛盾」を生じ

させることはなく、仲裁によって解決することが
適当な場合もあるとする裁判例が見られる。この
ように、核心的事項か非核心的事項かという単純
な二分論だけでは、必ずしも倒産裁判所が仲裁を
排除するかどうかの見通しを立てることはできな
い。

3. 個別事案における判断例
米国でも、仲裁と倒産との関係が問題となる場

面は多様である。代表例は、オートマティックス
テイと仲裁の関係である。オートマティックステ
イとは、倒産裁判所に倒産手続が申し立てられた
場合に、債務者に対する請求、訴訟、強制執行、
相殺等が幅広く自動的に停止・禁止されることを
指す（連邦倒産法362条(a)）。仲裁も、オートマ
ティックステイに服すると解されているが、仲裁
の続行を望む債権者は、ステイの解除を裁判所に
申し立てる（連邦倒産法362条(d)(1)）。このように、
債権者・債務者間の権利義務に係る紛争を、オー
トマティックステイの下で倒産手続に従って解決
するべきか、あるいはステイの解除を認めて仲裁
によって解決するべきか、という点が争われる。

この点につき、例えば、Hill事件19）では、オー
トマティックステイが適用されるか否かは、伝統
的には倒産手続の核心的事項であるが、それだけ
で仲裁を排除することは妥当ではなく、オートマ
ティックステイの重要な目的は財団の保護と紛争
の集権的な解決であるとした上で、この件では既
に倒産手続が終結し、債務者の免責がなされてい
たことから、本件を仲裁で解決することについて
倒産法の原理との矛盾はないとして、仲裁による
解決が認められた。

他方、仲裁の続行についてオートマティックス
テイの違反が問題となった別の事件では、仲裁を
認めることはオートマティックステイにより債務
者保護を図るという裁判所の義務と矛盾するとし
て、仲裁による解決が否定された20）。

18）Alexis Leventhal & Roni A. Elias, Competing Efficiencies: The Problem of Whether and When to Refer Disputes 
to Arbitration in Bankruptcy Cases, 24 Am. Bankr. Inst. L. Rev. 133, 152.
19）MBNA Am. Bank NA v. Hill, 436 F.3d 104 (2d Cir. 2006).
20）In re Merrill, 343 B.R. 1 (Bankr. D. Me. 2006).
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また、仲裁と倒産の関係は、否認権行使の文脈
でも問題となる。例えば、Cardali事件21）では、
連邦倒産法に基づく否認権は典型的な核心的事項
であるとしながらも、本件では契約に関する紛争
と共通する事実認定の問題があり、否認権（詐害
行為否認）が州法上の原理から派生したという性
質も有することから、仲裁を行うことが妥当であ
ると判断した。

さらに、財団確定と仲裁の関係も問題となる。
例えば、連邦倒産法上の財団の範囲をいかに確定
させるかということは、倒産裁判所が判断すべき
領域であり、仲裁による解決事項の埒外にあると
して、仲裁による解決が認められない場合22）も
ある。

このように、米国法では、倒産手続上、いかな
る事項について仲裁による紛争解決を許容するか
について、McMahonテスト等の基本的な判断枠
組みが提供されているにもかかわらず、より具体
的な判断基準や判断方法等について必ずしも画一
的な指針が示されてこなかったことから、個々の
事案において個別具体的な判断がなされてきたと
いえる。

4. クロスボーダー事案
米国外に仲裁地が定められた仲裁については、

連邦仲裁法は適用されず、仲裁地法が適用される
と考えられる。このような米国外で行われている
仲裁の当事者について米国内で倒産手続が開始し
た場合、連邦倒産法が当該仲裁に適用されないと
きは、例えば、オートマティックステイにもかか
わらず、仲裁がそのまま進行することがあり得る。
このような場合、連邦倒産法に基づく倒産手続と
仲裁地の仲裁法に基づく仲裁との調整が必要とな
る23）。他方で、米国外の倒産手続に服する債務者
に対して米国内で仲裁を求める場合、外国倒産法
と連邦仲裁法の調整が必要となる。外国倒産法が、

米国内で係属中の仲裁又は将来開始する仲裁をど
のように取り扱うかは、当該外国倒産法に照らし
て判断されると考えられる。

Ⅳ．英国における法と運用

1. 倒産手続開始が仲裁に及ぼす効果
英 国 で は、1986年 倒 産 法（Insolvency Act 

1986）が、倒産手続及び仲裁を含む紛争解決手
続の関係について、倒産手続の種類ごとに異なる
規律を置いている。

例えば、債務者について会社管理（administration）
が開始した場合、自動的に債権者の個別的権利行
使を原則として禁ずる「モラトリアム」が効力を
生じるが、その結果、債権者は、管理人（administrator）
の同意又は裁判所の許可なく、当該債務者に対し
て仲裁を含む「法的手続」（legal process）を開
始し、又は継続することができなくなる（同法別
紙B1第43項(6)）。同様に、裁判所による強制清算

（compulsory liquidation）の決定又は仮清算人
（provisional liquidator）の選任が行われた場合に
おいても、裁判所の許可がなければ法的手続を開
始・継続することができない（同法130条(2)）。

また、2020年6月に成立した「企業の倒産及び
ガバナンスに関する法律」（Corporate Insolvency 
and Governance Act 2020）により、特定の倒産
手続（清算、会社管理等）とは独立した規律とし
て、モラトリアムの制度が創設された。この新制
度は、制度の利用条件を満たす会社の取締役の主
導によって開始し、裁判所から選任された監督人

（monitor）の監督の下で事業を継続できるDIP型
の手続であるが、この手続においても、会社管理
におけるモラトリアムと同様、法的手続の開始又
は継続には裁判所の許可が必要とされている

（1986年倒産法Part A1 ss A21(1)(e)）24）。
これに対し、株主任意清算（members' voluntary 

21）Cardali v. Gentile (In re Cardali), 2010 Bankr. LEXIS 4113.
22）E.g., Kraken Inv. Ltd. v. Jacobs (In re Salander-O'Reilly Galleries, LLC), 475 B.R. 9 (S.D.N.Y.2012).
23）米国企業と日本企業が東京を仲裁地とする仲裁合意を行い、当該仲裁合意に基づいて仲裁を行っていたところ、
米国企業がチャプター11の申立てを行ったという事案で仲裁判断を優先した裁判例として、Fotochrome, Inc. v. 
Copal Company, Limited, 517 F.2d 512 (2d Cir. 1975) がある。
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liquidation）又は債権者任意清算（creditors' 
voluntary liquidation）においては、債権者によ
る仲裁の開始又は継続を自動的に制限する規定は
設けられていないが、裁判所は、当事者の申立て
を受けて特定の手続を停止するよう命じる権限を
有している（1986年倒産法112条）。

いずれの手続においても、倒産手続の係属にも
かかわらず、仲裁を開始又は続行できるかは、主
に裁判所の広範な裁量に委ねられている。裁判所
は、当該債権者の利益と他の債権者の利益を衡量
し、仲裁の開始・続行が倒産手続の目的を達成す
る上で妨げとならないか否かを、個別事情を踏ま
えて具体的に判断することとなる。

2. 仲裁合意の存在を理由とする倒産手続の申立
制限

他方で、1996年仲裁法（Arbitration Act 1986）
9条(1)は、仲裁合意の当事者が仲裁により解決す
べき事項について法的手続を開始した場合、相手
方当事者は裁判所に対して当該手続の停止を申し
立てることができることを規定している。英国の
裁判所は、一方当事者が仲裁合意に反して清算手
続（winding up）を申し立てた場合、この必要的
停止（mandatory stay）の規定を適用して仲裁合
意を優先し、司法判断を回避する傾向にある。リー
ディングケースであるSalford Estates (No 2) Ltd 
v Altomart Ltd (No 2)25）において、上訴裁判所

（Court of Appeal）は、特段の事情（exceptional 
circumstances）がない限り、仲裁における紛争
解決を優先し、清算の申立てを排斥又は停止すべ
きであるとした26）。また、仲裁地がロンドンであ
る場合、仲裁当事者は、英国外の倒産手続におけ
る清算人に対しても、仲裁合意に反する訴訟手続
等の差止め（anti-suit injunction）を請求する余
地があるとされている（1981年上級裁判所法

（Senior Courts Act 1981）37条）27）。

3. クロスボーダー事案
英国外で開始した倒産手続と英国内における仲

裁との関係について、Syska (Elektrim SA) v Vivendi 
Universal SA and others28）が興味深い論点を提
供しているので、最後に紹介しておきたい。

ポーランドのElektrim社とフランスのVivendi
社との間で、ポーランド法を準拠法として締結さ
れた投資契約には、仲裁地をロンドンとする仲裁
合意が含まれていたことから、Vivendi社がロン
ドンにおいて仲裁を開始したが、その手続係属中
にElektrim社がポーランドで破産宣告を受けたと
いう事案である。

ポーランド倒産法は、破産手続の開始により債
務者が当事者となる仲裁合意が全て無効となり、
かつ、係属中の仲裁は全て終了する旨を定めていた。
Elektrim社は、2000年EU倒産規則29）4.2条(e)30）を
援用し、Elektrim社に係る破産手続開始がVivendi

24）もっとも、監督人には会社管理における管理人のような同意権は与えられておらず、また、裁判所も、モラトリ
アム期間中に支払猶予（payment holiday）の対象とされている債権の回収を目的とした法的手続の開始・継続につい
ては、許可することができない（1986年倒産法Part A1 ss A21(2)）とされている点で、会社管理におけるモラトリ
アムとは異なる規律も見られる。
25）[2015] Ch 589.
26）Salford Estatesのケースにおいては、結論として上訴裁判所が清算申立てを排斥したが、Telnic Ltd v Knipp 
Medien Und Kommunikation GmbH [2020] EWHC 2075 (Ch) は、裁判所が、Salford Estatesにいう特段の事情は認め
られないとしつつ、清算の申立てを（排斥するのではなく）停止し、清算手続を再開する余地を残した点で注目され
る。
27）近時の例として、Riverrock Securities Ltd v International Bank of St Petersburg [2020] EWHC 2483 (Comm)で
は、高等裁判所（High Court）が、清算会社の清算人が仲裁合意に反してロシアで提起した法的手続を差し止める決
定を行った。
28）[2009] EWCA Civ 677. なお、本件に関しては、ロンドンにおける仲裁だけでなく、別の仲裁合意に基づいてス
イスでの仲裁も行われており、スイスの裁判所において異なる判断がなされているが（Swiss Federal Tribunal, 31 
Mar. 2009, Vivendi SA et al v Deutsche Telekom AG et al, 428/2008）、本件の紹介については他日を期することと
したい。
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社との仲裁合意に及ぼす効力については破産手続
開始地法であるポーランド法が適用されるとし
て、仲裁において仲裁合意の無効及び仲裁の終了
を主張した。これに対し、Vivendi社は、2000年
EU倒産規則15条31）に依拠して、破産手続開始に
よる係属中の仲裁の帰趨は仲裁地法（lex arbitri）
である英国法により決せられるべきであり、
1986年倒産法別紙B1第43項(6)に基づき、仲裁の
継続可否については裁判所の判断に委ねられると
主張した。仲裁廷は仲裁を続行して仲裁判断を
行ったため、Elektrim社は英国の高等裁判所に異
議申立てを行った。さらに、高等裁判所が異議申
立てを斥けた32）ため、原告はこれを不服として
上訴したが、上訴裁判所は上訴を棄却した。

上記結論は、第三国を仲裁地に指定した仲裁当
事者の合理的期待に沿うものといい得るかもしれ
ない。仲裁合意を可能な限り尊重し、仲裁の守備
範囲に属する事項について司法判断を行うことに
謙抑的な英国裁判所の姿勢を如実に表していると
もいえる。また、英国の抵触法上、仲裁合意の有
効性については仲裁地法によって決するべきであ
るとされている33）こととも整合的である。

ところが、仲裁当事者の倒産手続開始が仲裁に
及ぼす効果のみならず、当該手続開始が仲裁合意
の効力に及ぼす効果についても、2000年EU倒産
規則15条に基づき仲裁地法に従うべきであるとし

た同裁判所の判決理由は痛烈に批判されている。
すなわち、2000年EU倒産規則15条は、係属中の
訴訟に対して倒産手続が及ぼす効果という手続法
的問題に係る準拠法を定めた規定であるにもかか
わらず、同裁判所は、仲裁当事者の倒産手続開始
が仲裁に及ぼす効果（手続法的問題）のみならず、
当該手続開始が仲裁合意の効力に及ぼす効果（実
体法的問題）という異質な問題を同条の適用対象
に含めてしまった点に理論的問題がある34）、と指
摘されている。

Ⅴ．結　び

米国法では、仲裁と倒産の交錯に関して制定法
上詳細なルールを定めておらず、判例法上一定の
判断枠組みが形成されてはいるものの、個別事案
ごとに妥当な解決が模索されてきた。これに対し、
英国法は、倒産法・仲裁法の双方において明文で
両手続の調整規定を置いている点で特徴的ではあ
るが、個別事案の処理は裁判所の広範な裁量に委
ねられている。このように、制度面・運用面での
差異は見られるものの、①仲裁による紛争解決を
合意した当事者の意思と、②倒産手続の目指す衡
平の理念の下で考慮されるべき関係者の諸利益

（オートマティックステイによる債務者保護、個
別的紛争解決を認めることにより他の債権者が被

29）Council Regulation (EC) 1346/2000. なお、同規則は、2015年倒産規則（Regulation (EU) 2015/848）が2017年
に施行されたことにより廃止された。
30）2000年EU倒産規則4.2条は、倒産手続の開始、運営、終了等に関しては倒産手続開始地法（いわゆるlex 
concursus）に従うとの原則を定めており、同条(e)において、倒産手続が倒産債務者を当事者とする現に有効な契約

（current contract）に倒産手続開始地法が適用される旨を規定している。これは、現行の2015年倒産規則7.2条に相当
する。
31）2000年EU倒産規則15条は、同規則4.2条の定めるlex concursus原則に対する例外として、債務者の財産又は権利
に関する係属中の訴訟（lawsuit pending）に対して倒産手続が及ぼす効果については、当該訴訟の係属する加盟国の
法による旨を規定していた。なお、ここにいう「係属中の訴訟」に仲裁が含まれるかが解釈上明確でなかったが、
2015年倒産規則18条により、2000年EU倒産規則15条と同様の規律が「係属中の訴訟又は係属中の仲裁手続」（a 
pending lawsuit or pending arbitral proceedings）に及ぶことが明確化された。
32）なお、高等裁判所は、上訴裁判所と異なり、2000年EU倒産規則4.2条(e)と同規則15条のどちらが適用されるかは、
仲裁が倒産手続開始前に係属していたか否かによるとした。
33）C v D [2008] 1 Ll Rep 239.
34）Richard Millett, 'Cross-Border Insolvency and Arbitration: A Collision of Spheres' (2011) 5 Disp Resol Int'l 118. 
かかる実体法的問題が同条の適用対象外であるとすると、原則どおり同規則4.2条(e)に基づき倒産手続開始地法によ
り判断すべきであったとする。
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る不利益等）を、個別事案ごとに衡量して実質的
な判断を試みるアプローチは、米・英の裁判実務
に共通する姿勢とみて良いであろう。倒産法固有
の問題については倒産法の制度趣旨が強行法的に
作用し、仲裁による個別的紛争解決を排除する方
向に働く一方で、倒産手続の目的が害されない限

度において、紛争解決方法に係る当事者の意思を
尊重するという形で、仲裁と倒産という「両極」
の調和を図っているように見受けられる。このよ
うな制度設計・運用は、日本法及び実務の在り方
を考える上で大いに参考になると思われる。
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Ⅰ．はじめに

インドにおける訴訟手続きに、時間がかかるこ
とは広く知られている。第一審だけで結審まで5
年を超えることも少なくないと言われており、上
訴手続きを加味すると、さらに期間を要する。そ
の理由は多様であるが、主なものとして、裁判所
に係属する事件数が多い一方で、裁判官の数は十
分ではないために多くの案件が未済として滞留し
ていることが挙げられる。このような状況は、イ
ンドの実務家の間でも課題として認識されている
が、近い将来に大きく解消される見通しはない。
したがって、インド企業との間で契約を締結する
日本企業（インド子会社が契約する場合も含む）
にとって、インドにおける訴訟を回避するべく、
紛争解決手段として仲裁を選択することは、極め
て有力な選択肢となる。本稿では、インドにおけ
る仲裁に関する、近時の進展を紹介する。

Ⅱ．Arbitration Ordinanceの改正

2020年11月4日、1996年仲裁調停法（Arbitration 
and Conciliation Act, 1996）（以下「インド仲裁法」

という）を改正する大統領令（以下「2020年改
正令」という）が公布された。以下では、そのう
ち、重要な2つの進展に言及する。

1. 仲裁人の資格
インド仲裁法の2019年の改正により導入され

た、インド仲裁法の別紙8は、仲裁人の資格として、
1961年弁護士法（the Advocates Act, 1961）（以下

「インド弁護士法」という）に基づく弁護士資格
を有することを求めており、当該資格を持たない
外国人の弁護士は、仲裁人となることが禁じられ
ていた1）。この規定は発効していなかったものの、
インドを仲裁地とする仲裁において、仲裁運営に
関する当事者の自治を侵害している側面があり、
インド国内においても、議論を生じさせていた。

実際、国際仲裁における仲裁人の選任に際して
は、中立性の観点から仲裁人の国籍に配慮される
ことがある2）。仮に、インド弁護士法に基づく弁護
士資格を有する人物しか仲裁人に選任できないと
すると、特に、インド企業と契約をする（日本企
業を含む）外国企業にとっては、インドを仲裁地
とすることを躊躇う事情のひとつともなりうる。

今回、2020年改正令により、別紙8は、削除さ

海外紛争解決トレンド（18）
インドにおける仲裁に関する近時の進展

大河内亮 Ryo Okochi 佐藤誠高 Masataka Sato

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　弁護士

1）別紙8は、一定の類型にあてはまる者についてのみ仲裁人になることを認め、それ以外の者についてはこれを禁じ
ている。別紙8は、この類型のひとつとして、インド弁護士法に基づく弁護士として、10年以上の実務経験を有する
ことをあげているが、インド弁護士法の資格を持たない外国人の弁護士は、その他の類型にも当たらない場合、仲裁
人となることができないこととなる。
2）ICC仲裁規則13条5項参照。
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れた（2020年改正令4条）。別紙8は未発効ではあっ
たものの、別紙8の削除によりインドを仲裁地と
する仲裁を選択する場合の懸念事項がひとつ減っ
たとはいえるだろう。

2. 仲裁判断の停止
インド仲裁法上、仲裁判断の取消申立てがなさ

れた場合、従前より、裁判所の裁量に基づき、執
行停止の余地が認められていた（2020年改正令
による改正前のインド仲裁法36条（3））。これに
対し、2020年改正令は、インドを仲裁地とする
仲裁判断について、仲裁合意又は仲裁判断が詐欺
もしくは汚職によって誘発され、又はこれらに影
響されたことを根拠に、当事者が仲裁判断の無条
件執行停止を求め、裁判所が、一応の疎明（prima 
facie case）がなされたと判断した場合、インド
仲裁法34条に基づく仲裁判断の取消申立ての処
理が行われるまで、仲裁判断を無条件に停止する
ものと規定している。かかる規定の意義は、上記
の疎明がなされた場合に、裁判所の裁量を否定し、
疎明がなされたといえる場合には必ず執行停止が
なされることにある。この改正は、いつ仲裁手続
き又は裁判手続きが開始されたかにかかわらず、
全ての仲裁判断の取消申立て事件に適用される。

上記の改正に関し、インドの実務家の間におい
ては、今後、インドを仲裁地とする仲裁判断を執
行する際には、仲裁において敗訴した当事者が、
上記の規定を根拠として執行停止を申し立てるこ
とが多くなるのではないかと懸念する声もある。
典型例としては、インド企業に対して、インドを
仲裁地とする仲裁において勝訴した（日本企業を
含む）外国企業がインドにおいて執行を図った場
合に、詐欺的な方法によって仲裁合意を締結させ
られた、仲裁判断にあたって不正な買収があった

などと主張して上記の申立てがなされることが考
えられ、執行の支障となることが懸念される。求
められる疎明の程度などの実際の運用に左右され
るところも大きいと思われるため、今後の実務に
おいて仲裁制度の安定的な利用に資する判断が蓄
積することを期待するほかない。

なお、外国を仲裁地とする仲裁判断については、
上記の規定は適用されないと解されている3）。仲
裁地の選定を行うに当たっては、このような事情
も加味する必要があるといえよう。

Ⅲ． シンガポール国際仲裁センター（SIAC）
の緊急仲裁判断のインド国内での 
執行（Amazon.com NV Investment 
Holdings LLC v. Future Coupons 
Private Limited and Ors）

インド仲裁法17条1項は、仲裁手続きにおいて当
事者が暫定保全措置を求められることを定めてお
り、同条2項は、一定の要件の下、執行力を認めて
いる。しかしながら、緊急仲裁人による緊急仲裁
判断が、同条における暫定保全措置として、執行
力が認められるかは、争いが存在した4）。そして、
かかる争いを背景に、暫定保全措置を取得したと
しても、インド仲裁法9条に基づく裁判所の仮処分
を重ねて取得するという事態も生じていた。

この点に関し、デリー高等裁判所は、2021年2
月2日、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）
の緊急仲裁判断のインド国内での執行を認容する
判断を行った5）。本件は、仲裁地をニューデリー
とし、シンガポール国際仲裁センター（SIAC）
に基づく仲裁を行うことを合意していた事案であ
る。今後、インド最高裁で、かかる判断が覆され
る可能性も否定はできない。しかしながら、上記

3）インド仲裁法には、34条を含むインド仲裁法第一章 – ARBITRATIONと、第二章 – ENFORCEMENT OF 
CERTAIN FOREIGN AWARDSとが存在するところ、第一章 – ARBITRATIONが外国を仲裁地とする国際商事仲裁
に適用されるかは争いが存在した。この点につき、Bharat Aluminium Co vs Kaiser Aluminium Technicalにおいて、
最高裁は、第一章 – ARBITRATIONは、外国を仲裁地とする国際商事仲裁に適用されないと判断した。
4）なお、インドの仲裁機関においても、緊急仲裁人に関する規律を設けている仲裁機関は存在する（デリー国際仲
裁センターにおけるDIAC〔Arbitration Proceedings〕Rules 14条、ムンバイ国際仲裁センターにおけるMCIA規則14
条等参照）。
5）Amazon.com NV Investment Holdings LLC v. Future Coupons Private Limited and Ors.
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のデリー高等裁判所の判断を前提とすれば、イン
ド企業からの裁判所に対する仮処分申立てを回避
する（すなわち、日本企業から見てアウェーの地
での裁判手続きを回避する）ため、インド仲裁法
9条の適用を排除する旨を当事者間で合意すると
いう選択肢が、より有力になることも考えられる。
すなわち、もし日本企業側において暫定保全措置
が必要であるときには、インド仲裁法9条に基づ
く仮処分を取得できなくとも、上記のデリー高等
裁判所の判断を前提として仲裁機関に緊急仲裁を
申し立てる方策が残されていることになる。当該
方策はインド企業側にも存するが、少なくとも中
立的な第三国における仲裁機関や仲裁地が合意さ
れている場合、インドの裁判所における仮処分申
立てを回避できることにメリットがある案件もあ
るであろう。そのような意味で実務上重要な判断
であるといえる。

Ⅳ． 契約当事者がいずれもインド人又は
インド企業である場合の仲裁合意

（GE Power Conversion India Private 
Limited v. PASL Wind Solutions 
Private Limited）

従前、インドにおいては、契約当事者がいずれ
もインド人又はインド企業である場合に、紛争解
決方法として、インド国外を仲裁地とする仲裁合
意とする合意ができるかが争われており（論点
①）、かかる合意はインドの公序良俗に反すると
いう見解も存在した。

また、関連して、仮に外国を仲裁地とする仲裁
合意がなされたとして、そのような仲裁合意に基
づ く 仲 裁 判 断 は、 イ ン ド 仲 裁 法 第 一 章– 
ARBITRATIONの規定が適用されるインドを仲
裁地とする仲裁判断に該当するのか、インド仲裁
法第二章– ENFORCEMENT OF CERTAIN 
FOREIGN AWARDSが 適 用 さ れ る“foreign 
award”に該当するかという点も問題となる（論
点②）。これは、仮に仲裁法第一章が適用される

場合には、インド仲裁法に基づいて仲裁判断の取
消しが審理されることになり、仮に仲裁法第二章
が適用される場合には、仲裁判断の取消しは専ら
仲裁地の判断に委ねられ、（ニューヨーク条約加
盟国で、かつ、インド仲裁法44条に定められた
互恵国が仲裁地である場合）ニューヨーク条約に
定められた執行拒絶事由によってのみ、争われる
こととなるという意味で、重要な論点である。

インドの最高裁判所は、2021年4月20日、まず、
論点②について、当事者の双方がインド人又はイ
ンド企業（外国企業のインド子会社等を含む）で
あるインド国外の仲裁による仲裁判断は、当該国
がニューヨーク条約加盟国である限りにおいて、
インド仲裁法第二章にいう“foreign award”に該当
し、インド国内において執行可能であることを判
示した6）。その上で、“foreign award”の執行拒絶
事由のひとつである、インドの公序良俗（public 
policy）への違反（インド仲裁法48条（2）（b））
の有無を検討し、論点①について、インド仲裁法
は、当事者の双方がインド人又はインド企業（外
国企業のインド子会社等を含む）であるとしても、
インド国外を仲裁地として仲裁合意を行うことを
禁止するものではなく、そのような合意は、イン
ドの公序良俗（public policy）に違反するもので
もないことを判示した。

実務上、外国企業のインド子会社が仲裁合意を
締結する際には、インド国外を仲裁地とする需要
があることから、上記論点①及び②についてイン
ドの最高裁判所が下した判断は重要なものであ
る。かかる観点から、上記の判決は、インド子会
社を通じてインド人又は企業と取引を行う外国企
業にとっては望ましいものといえるだろう。

結びに代えて

契約書において仲裁条項を規定する際には、仲
裁地及び仲裁機関をいずれにするかという問題は
避けて通れない。実務上は、当事者の属性、仲裁
地の裁判所の傾向、仲裁機関（仲裁規則も含む）

6）GE Power Conversion India Private Limited v. PASL Wind Solutions Private Limited
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の特徴、契約相手方の希望や、契約相手方との交
渉力等、多様な事情を踏まえてこれらを判断する
ことになり、一律に、いずれの仲裁地及び仲裁機
関が望ましいと述べることはできない。もっとも、
上記のⅡ．2及びⅣ．において取り上げた問題は、
仲裁地の選定に影響を与えることは間違いないで
あろう。また、仲裁機関の選定に際しても、緊急
仲裁制度の活用も念頭に置いて検討するべきでは
あるが、将来の判例・裁判例次第では、インドに
おける執行が期待できなくなるおそれもあるた
め、十分に動向を注視する必要がある。

また、全体を通じて、インドにおいては、仲裁
に関する重要な法改正及び判決が複数出されてお

り、その影響は、既に仲裁合意締結済みの事件の
みならず、仲裁事件又は仲裁事件に関連するイン
ド国内の裁判手続きが開始しているものにも及び
うる。法改正については、インド国内でも、
2020年改正令による改正について、議会での討
議を欠いたまま実施されたことに批判的な記事7）

も存在する。しかしながら、このような性急な法
改正及びその施行は仲裁法の分野に限らずインド
においては少なからず見られる。インドにおいて
は、日本と比較して法制度の変更は目まぐるしい
ものであることを所与の前提として備えることが
必要である。

7）Ila Kapoor, https://www.amsshardul.com/insight/arbitration-ordinance-reopening-the-floodgates-to-litigation/, 
(2012,12,3)
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法律相談・他機関との連携、相談前置／
九石拓也

Ⅰ．問題
和解あっせんを実施するADR機関における、

法律相談や他機関との連携の現状はどのように
なっているか。連携にあたっての問題点はどうか。

和解あっせんの申立て前に法律相談を受けるこ
とを求める相談前置制度を採用するADR機関も
ある。相談前置制度の適否、要否はどうか。

Ⅱ．考え方
1. 法律相談との連携
「相談から仲裁へ」は、弁護士会ADR機関の先駆

けとなった第二東京弁護士会（二弁）仲裁センター
の設立時の理念のひとつである。法律相談だけでは
解決が困難な事件について、弁護士会の和解あっせ
んにより解決を図ることで、利用者にとって、解決
につながる利用しやすい制度となる。両者の連携に
より、会内の弁護士への制度の周知とともに、法律
相談から仲裁センターへの事件の流れができること
で申立ての誘引（広報）となり、また、和解あっせ
んに適する事件を法律相談によってスクリーニング
する効果がある。

現在、二弁仲裁センターで実施している法律相

談センターとの連携の具体的な内容としては、①
相談担当者研修会での仲裁センターの説明、利用
の働きかけ、②法律相談カード結果処理欄の「仲
裁センター紹介」の項目、③相談室内にリーフレッ
ト等の資料の備置、④二弁法律相談センターでの
相談者の申立手数料減額などがある。
2. 他機関との連携1）

弁護士会以外の他機関との連携としては、申立
て段階の連携（入り口での連携）と、解決段階で
の連携（出口での連携）がある。また、裁判手続
との関係での裁判所との連携もある。

入り口での連携は、紛争解決手段の案内、申立
ての誘引、広報であり、二弁仲裁センターにおけ
る具体例としては、①都内自治体へのリーフレッ
ト等の配布、備置の依頼、②公益財団法人日弁連
交通事故相談センターでの示談あっ旋対象外事案

（示談代行なし物損のみ事案、自転車加害事故事
案等）の仲裁センター紹介などが挙げられる。

出口での連携は、執行力確保の観点からのもの
として、①東京三弁護士会と東京簡易裁判所との
即決和解の連携（ただし、仲裁法38条決定の活
用等により、二弁では近年利用実績はない）、②
公証役場との連携による和解契約書の公正証書化
などが挙げられる。他の弁護士会では、①と類似
のものとして、家庭裁判所との即日調停について

和解あっせん実務上の諸問題研究（7）
法律相談・他機関との連携、相談前置
広報のための事例の取扱い

九石拓也 Takuya Sazarashi 室谷和宏 Kazuhiro Murotani

入江秀晃 Hideaki Irie

ひかり総合法律事務所　弁護士 広尾マイスター法律事務所　弁護士

九州大学法学研究院准教授

1）なお、公益社団法人民間総合調停センターは、大阪弁護士会等の士業団体や自治体の他に、福祉問題、消費者問
題等の当事者に近い団体が運営や手続に参加しているのが特徴的である。

25-30_和解あっせん実務上の諸問題研究（7）_九石・室谷・入江先生.indd   2525-30_和解あっせん実務上の諸問題研究（7）_九石・室谷・入江先生.indd   25 2021/07/30   10:492021/07/30   10:49



26　　 　68巻8号［2021.8］

連携する例もある（愛知県弁護士会）。また、合
意内容の履行のための専門機関との連携の例とし
て、公益社団法人家庭問題情報センター（FPIC）
における家庭裁判所やADR機関と連携しての面
会交流支援制度がある2）。

裁判手続との関係での二弁仲裁センターにおけ
る連携としては、上記の即決和解の連携のほか、
①離婚訴訟において、和解あっせんを経ているこ
とを調停前置の例外と扱った例がある3）。また、
②訴訟手続と並行して仲裁センターでの和解あっ
せんを行った例もある4, 5）。
3. 相談前置

ADR手続の申立て前に法律相談を受けること
とする制度設計（相談前置）がある6）。

二弁仲裁センターでは、発足当初、法律相談を経
ることを原則としていたが（弁護士代理申立を除
く）、相談担当弁護士が仲裁不適と判断した事案を
受理した件などを契機に相談前置制度を廃止した。

和解あっせん手続を相談前置とすることの機能
と弊害については、概ね次のようにいわれている。
相談前置の機能・長所として、①事件のスクリー
ニングができる、②利用者のADRへの理解が深
まる、③早期の争点整理に有益、④事件受付を行
う事務局やあっせん人の負担軽減、⑤弁護士会の
場合には会員へのADRの周知の効果もある。他
方、弊害・短所としては、①申立ての経済的・心
理的な障壁となる可能性、利用者の不便、②相談
担当弁護士の理解不足による不適切な運用（申立
ての抑制）などが指摘されている。

上記の相談前置の機能と類似の機能を有する二
弁の現在の仕組みとして、①申立て受理段階での
審査（嘱託弁護士、正副委員長等）、②手続相談

制度7）、③申立サポート制度8）、④ウェブ問い合
わせフォームへの事案に応じた回答（申立ての誘
引、相談への案内）が挙げられる。

Ⅲ．実務上のポイント
1. 法律相談や他機関との連携（入り口での連携）
には、申立ての誘引とスクリーニングの機能があ
る。相談前置を採用した場合、後者の機能が強ま
ることになる。
2. 申立ての誘引としての法律相談・他機関との
連携が十分に機能しているかは、ADR機関の運
営上の課題である。法律相談との連携については、
相談担当弁護士のADRの理解が不可欠である。
二弁仲裁センターでは、一般事件の申立て件数が
減少傾向にあるが、二弁のような会員数の多い弁
護士会では、会内の弁護士への制度の周知が十分
にできていないこともそのひとつの要因との指摘
がある。
3. 相談前置については、弁護士会のADR機関で
も相当数が採用しており、同制度を廃止した二弁
仲裁センターでも類似の機能を有する仕組みが設
けられているといえる。事件のスクリーニングを
法律相談の段階で行うか、和解あっせんの受付段
階で行うか、また、事件の絞り込みをどの程度行
うのかによっても変わってくるであろう。
4. 解決段階での他機関との連携（出口での連 
携）は、和解内容の執行力の確保や、専門機関に
よる和解内容の履行支援とも密接に関わる。執行
力の確保については、公正証書化、即決和解、即
決調停による債務名義化のほか、仲裁法38条決
定を活用する例もある9）。また、現在、ADRにお
いて成立した和解合意に執行力を付与する法制の

2）http://fpic-fpic.jp/doc/menkai_kouryu6.pdf
3）二弁仲裁センターは認証ADR機関ではないが認証ADR機関については、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関す
る法律（ADR法）に調停前置の特則（27条）が定められている。
4）二弁仲裁センター運営委員会編著「ADR解決事例精選77」（第一法規、2007年）218-222頁。
5）認証ADR機関については、ADR法に時効完成猶予（25条）、訴訟手続中止（26条）が定められている。
6）やや古い情報であるが、日弁連ADR（裁判外紛争解決機関）センターが2013年に実施したアンケートでは、ADR
機関を設置（当時）する弁護士会32会のうち16会が、相談前置を採用（金融ADRを除く）と回答している。
7）二弁·仲裁センター手続相談細則。
8）二弁·仲裁センターにおける申立·応諾サポート弁護士に関する細則。
9）債務名義とするには別途執行決定を得る必要がある（仲裁法45条、46条）。
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議論10、11）や、養育費不払いの解消に向けた民間
ADRの利用促進の議論12）も行われており、これ
ら法整備の動向にも注意が必要である。

法律相談・他機関との連携、相談前置／
入江秀晃

1. いかに法律相談等で適切に和解あっせんを勧
めてもらえるようにするか

九石弁護士が整理しておられるとおり、法律相談
等からの誘引とスクリーニングが主な役割になる。

誘引とは、法律相談に現れている当事者に対し
て、和解あっせん手続を勧め、適切な問題解決を
和解あっせん手続において実現してもらうことを
言う。誘引時の主な機能は、当事者の手続理解の
促進と、当事者の主張の整理になる。

当事者の手続理解の促進のためには、他の紛争
解決手続に比べて、和解あっせん手続がどのよう
に具体的なメリットがありデメリットがあるかに
ついて法律相談を担当する者が深く理解している
必要がある。したがって、この問題は、後述の「広
報のための事例の取り扱い」という問題とも深く
関わっている。

当事者の主張を適切に申立て書に仕立てるサ
ポートするのも重要である。震災ADR・災害
ADRにおいて申立てサポート・応諾サポートの
サービスが提供されたが13）、当事者の言い分を双
方かみ合う形に適切に整理するために、法律家の
能力が活用される仕組みになっている。また、愛
知県弁護士会紛争解決センターでは、ADR調査
室が常設され、手続実施準備の体制が整えられて
いる14）。あるいは、司法書士会等では、事件管理
者（ケースマネージャー、手続管理者等と呼ばれ
る場合もある）としてあっせん人（調停人）以外
の司法書士が当事者を支援する仕組みを設置して
いる場合がある。こうしたシステマチックなアプ

ローチによって、一般の法律相談を行う弁護士等
のADRに対する理解不足への対応と利用者の窓
口を担当する事務職員の負担軽減を図っている。
財政的な裏付けが持てない等の理由で、こうした
取り組みを実現できない弁護士会ADRセンター
も多いが、手続の充実化のためには、考慮したい
事項である。

事前準備段階では、主として誘引の方向で支援
する、すなわち、より気軽に紛争解決手続を活用
してもらうスタンスで関わるのが基本である。し
かし、スクリーニング機能も実際には必要である。
当事者本人が迷っているなど紛争の熟度が低い場
合だけでなく、復讐やストーキング目的など、そ
もそも支援することが適切でないようなケースも
含まれる。アディクションその他本人を支援する
機関としてADRセンター以外が適切な場合もある。

2. いかに和解あっせん手続にとっての外部手続
である法律相談等と適切に連携するか

伝統的な評価型手続の発想では、和解あっせん
手続において法律家であるあっせん人が法的な意
味で公正な判断をし、その判断に基づく助言によっ
て解決が図られると考えられていた。わざわざ外
部に法律相談をせずとも、当事者があっせん人に
対して正直に話さえすればよいし、あっせん人は
自由に助言すれば良いというパターナリスティッ
クな発想もあったと思われる。しかし、そもそも
あっせんは一方の当事者のみを支援する法律相談
とは異なり、法的助言を自由に行える手続ではな
い。したがって、当事者は法律相談等の外部で十
分に情報を得ることが望ましいという結論になる。
対話型調停においても、法的情報提供を全く行っ
てはならないとまでは言えないと考えるが、少な
くとも、外部の法律相談を当事者が受けることは
歓迎する。

10）法務省·ODR推進検討会http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04200001_00002.html
11）法制審議会仲裁法制部会http://www.moj.go.jp/shingi1/housei02_003006.html
12）法務省·養育費不払い解消に向けた検討会議http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00101.html
13）入江秀晃「熊本県弁護士会震災ADRをめぐって」仲裁とADR12巻（2017年）28-36頁。
14）愛知県弁護士会紛争解決センター紛争解決センター運営規則13条～18条。
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3. 適切に問題解決、履行につなげる
手続の出口における連携としては、合意文書作

成時における配慮が必要になる15）。特に、執行力
付与以外の観点でも問題になる場合がある点に注
意を払いたい16）。たとえば、面会交流に関して、
高葛藤の当事者のケースで、抽象的な合意内容の
みで終結している場合に、面会交流支援団体で対
応に苦慮しているという現実がある17）。問題解決
を行う社会的資源と適切な連携を取り、諸団体の
現実を理解していくことが求められる。

広報のための事例の取扱い／室谷和宏

Ⅰ．問題
ADRという言葉は、現在ではようやく広まり

つつある用語ではあるが、特に、一般人にとって
は身近な言葉とはいいがたい18, 19）。ADRの利用
件数を増加させるためには、「ADRとは何か」を
知ってもらうことが重要であると考えられるとこ
ろ、抽象的な説明よりも具体的な事例を用いた説
明の方が、ADRの具体的なイメージを抱くこと
が可能になる点で、理解が容易になることは疑い
の余地がないであろう。

ここにいう具体的事例については、机上の事例
のほかに具体的な解決事例が考えられるが、二者
択一的に考えるのではなく、利用希望者の理解の
しやすさを促進するために、いずれの事例につい
ても説明資料を用意しておくことがよいと思われ
る。そして、具体的な事例を用いてADRを説明
する場合には、利用者のニーズから分析して、ど

のような事案であればADRの利用者数の増加に
結び付くのかを検討することとなろう。

そこで、ADRの広報にあたり具体的事例を用
いる場合に、どのような点を考慮することになる
かが問題となる。

Ⅱ．考え方
1. 考慮すべき点

具体的事例を用いるに当たっては、当事者の承
諾を取得する必要があるほか、事例が特定されな
いように、事例の内容を抽象化すること、固有名
称を匿名化すること、理解の促進のため実際の事
案を単純化する等の変更を施すこと等の工夫を要
するところである。

さらに、広報先の選定も問題となるほか、広報
先をどこに求めるかによって、広報の媒体を紙媒
体とするか（事例集や雑誌の記事等）、インター
ネットで公開するか等も検討することになろう。
2. 第二東京弁護士会（以下「二弁」という）で
の取扱い

（1）手続利用者及び関係者からの事例使用の承諾
の取得

二弁では、手続利用者及び関係者に対し、広報
活動のために、事案を「当事者や紛争が第三者か
ら特定できないように抽象化したうえで、事例集
を出版する・インターネットで公開する等の方法
により広報活動に用いること」について承諾を求
める書面（「広報活動へのご協力のお願い」）を交
付して、承諾を得た事例について、広報活動に使
用するという取扱いをしている。

上記書面では、手続利用者及び関係者が、事前

15）浜辺美佳子他「和解あっせん実務上の諸問題研究（5）和解条項の起案、チェックの方法　和解条項と執行力和
解の履行の確保」JCAジャーナル68巻5号（2021年）37-42頁。
16）入江秀晃「調停技法誌上講義 第22回 履行の支援」JCAジャーナル62巻1号（2014年）52-55頁。
17）渡邉の報告によれば、多くの面会交流支援団体が共通して問題視している。渡邉祥子=小田切紀子『面会交流支
援団体調査報告』（特定非営利法人キッズふぁ－すと、2021年）○○頁。
18）例えば、垣内秀介「ADR手続の認知と利用への経緯」『法と実務14』（日弁連法務研究財団編、商事法務、2018年）
87頁以下によれば、ADR手続を利用した申立人へのアンケートの結果として、トラブル発生以前からADR手続を知
らなかったと回答した申立人が、4分の3前後いたことが報告されている。
19）なお、第二東京弁護士会において、弁護士・学者等を対象としたアンケートを実施したところ（回答数111名）、
仲裁センターを知っていると回答した者が46名、仲裁センターを利用したことがあると回答した者が24名との結果と
なり、弁護士内でもADRが認知されていない結果となった。
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に公開内容及び方法を確認することも可能とされ
ているが、「公開内容及び方法を受領後、2週間以
内に当方から使用拒否を文書で申し入れない限
り、公開について承諾したとみなされることに同
意します」とされており、具体的事例を広報活動
に用いやすい方向で承諾を取得しようとしている
点が注目される。

（2）取扱い方法・広報先
上記承諾を得た事例を用いた広報活動について

は、広報先としてどこを選定するかによって、複
数の媒体を用意することが望ましいといえる。こ
の点につき、二弁では、一般人向けにホームペー
ジでADRの制度の説明を行うにあたり、典型的
な事例を掲載しているほか20）、具体的事例を基に
した漫画（令和3年2月現在までに2冊を作成し21）、
3冊目を作成中である。）や事例集等の書籍化22）

を行うとともに、二弁の会員向け雑誌である『二
弁Frontier』への記事掲載等も行っている。

Ⅲ．実務上のポイント
検討課題としては、以下の点が挙げられよう。

1. 手続利用者及び関係者の承諾の取得時期
上記考え方2．（1）で示した「広報活動へのご

協力のお願い」という書面による承諾は、事件終
了前に交付され取得することが通常である。もっ
とも、例えば、実際に広報活動で用いるのが事件
終了後数年が経過している場合には、手続利用者
及び関係者は平穏な生活を営んでいる可能性があ
ることに鑑みると、上記の書面による承諾があっ
たからといって、問題なくそのまま使用してよい
かは、慎重な検討が必要と思われる。
2. 抽象化、匿名化の判断基準

上記考え方2．（1）で示した「広報活動へのご
協力のお願い」という書面では、「当事者や紛争
が第三者から特定できないように抽象化」するも
のとされているが、広報の目的との関係で、どこ
まで抽象化・匿名化を図るかは、難しい問題であ

る。結局は、個々の事案に即して判断せざるを得
ないであろう。例えば、事案の内容が極めて特殊
な場合等、事案の提示自体が当事者や紛争の内容
を第三者が特定できる事態に結び付くような場合
には、手続利用者及び関係者のプライバシー等の
保護を最優先して考えることとなろう。
3. 広報先の選定

利用件数の増加のために広報先としてどこを選
定するかは、重要な問題である。この場合、選定
した広報先により、広報内で取り扱う事例の取り
扱い方に影響が及ぶと考えられる。例えば、広報
先が一般人の場合には、実際のADRの事例のう
ち典型的な事例を用いて、ADRという制度その
ものを理解してもらうように努め、その中で平易
な表現により手続の説明を行ったり、理解を深め
る図表やイラスト等を多用したりする方向で広報
活動を行うことになろう。

他方、広報先が弁護士等の紛争解決に携わる専
門家である場合には、典型的な事例にとどまらず、
より専門的な事例を題材として、実際の解決事案
における解決に至るまでの推移を分析する等の方
法により、他の紛争解決制度との比較における
ADRの有用性をアピールする等の広報活動を行
うことが考えられよう。

広報のための事例の取扱い／入江秀晃

1. 事例を活用した広報の重要性
ADRの存在意義についての共通理解が、弁護

士の間でさえ成立していないという問題がある。
従来は、「早い、やすい、うまい（満足度が高い）」
と宣伝される場合もあったが、成立手数料などを
考えると裁判所の手続に比べて安いとは言えず、
満足度についても根拠が弱い。和解あっせん手続
が広く活用されるためにも、どのような場合に当
事者にとってメリットが生まれるのか、和解あっ

20）https://niben.jp/chusai/trouble/
21）https://niben.jp/chusai/index.htmlのページの「マンガで見る！トラブル解決」の「第1話　カプチーノ編」及び「第
2話　婚約破談は誰のせい？編」。
22）二弁では『ADR解決事例精選77』（第一法規、2007年）を発行している。
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せん手続の解決力のリアリティとはどのような内
容なのかを実感を持って語れるようにしていくこ
とが望まれる23）。

和解あっせん手続の当事者のメリットのひとつ
は、公開の手続である裁判とは異なり、手続が秘
密に行われる点にある。ただし、すべての当事者
が完全な非公開を望んでいるとは限らない。また、
匿名化した上で結論は公開とするポリシーを持っ
ている機関もある24）。

近年の傾向としては、当事者のプライバシーに
ついて配慮することは当然としつつ、和解あっせ
ん手続の活動の説明責任（アカウンタビリティー）
をむしろ積極的に果たすべきだという考え方が広
がっている。つまり、詳細に事例を公表する場合
には、当事者の同意を得るべきであるが、単にプ
ライバシーを口実にして活動内容について情報発
信をしないことは不適切であると考えられる傾向
が増しているのである。ただし、実践そのものが、
年間に1，2件程度の申立て件数と低調で、その
機関自身が自主的に事例を公開していくのが事実
上難しい場合も多い。その意味でも、工夫した事
例を活用した広報が望まれる。

2. 広報の手段の多様性
広報のための事例と言えば、事例集の出版が想

起されるが、室谷弁護士が紹介されるように、
Webサイトなどで紹介するコンパクトな記事やマ
ンガ形式などもある。こうした工夫は様々に実施
されるべきであろう。現在はまだほとんど見られ

ないが、YouTubeやPodCastのような動画·音声媒
体での情報発信も今後は強化されることが期待さ
れる。一般市民向け、潜在利用者向け広報の充実
が期待される。

一般市民向け、潜在利用者向けの広報資料は、
弁護士等の専門家にとっても有用であるが、専門
家向けの情報発信も強化したい。弁護士等向けの
媒体としては、二弁フロンティア等の会員向け雑
誌や、熊本県弁護士会における紛争解決センター
ニュースのようなニュースレターもある。大きな
コストはかけずとも、タイムリーに情報発信し、
現代的課題についての紛争解決手続の選択肢とし
て、多くの弁護士が利活用できるように働きかけ
ていく活動は重要と言える。

さらに、研修会·トレーニング、イベントなど
の場も、広報としての機能を持っている。たとえ
ば、あっせん人養成の研修会に、法テラスや消費
生活センターなどをはじめとする隣接分野の関係
者を招き、和解あっせん手続のリアリティについ
て理解を深めてもらう努力をすることも考えるべ
きであろう。研修会などでは、会員限定で企画さ
れる場合が多いが、ADRに関しては、その限定
の必要性を再考し、可能な範囲で外部参加者を認
めるべきであろう。また、様々なテーマのイベン
ト時にも、ADRに関するコンパクトなリーフレッ
トを配付したり、活動概要を報告したりと、機会
を見つけて、リアリティのある親切な手続を広報
すべきである。運動としてのADRには、こうし
た活動が含まれるのである。

23）たとえば、入江秀晃『現代調停論』（東京大学出版会，2013年）219頁以下に、民間型の和解あっせん手続のメ
リットを整理している。
24）原子力損害賠償紛争解決センターでは原則として匿名化された上ではあるが、個別事例が公表されている。
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申立人：Spółdzielnia pracy Muszynianka
　　　　（ポーランド）
被申立国：スロバキア共和国
事件番号：PCA Case No. 2017-08
仲裁判断：2020年10月7日
仲裁廷：Gabrielle Kaufmann-Kohler（長・スイス）
　　　　Robert G. Volterra（カナダ）
　　　　J. Christopher Thomas QC（カナダ）
出典：https://jusmundi.com/en/

本件判断のポイント

 ・ 国際公法上、EU加盟国間の投資協定に基づ
く投資仲裁管轄は肯定される。

 ・ 適法性に関わる重要な事項を投資家が当局に
開示しなかった場合、公正衡平待遇違反の要
件である「正当な期待」の成立を妨げる。

 ・ 被申立国の憲法改正は差別的ではなく、又、
合理性、比例性若しくは一貫性の欠如も認め
られず、公正衡平待遇違反に該当しない。

 ・ 国内法の手続を意図的に無視した被申立国の
措置は公正衡平待遇違反となる。しかし、憲
法改正の影響により、当該違反と損害との因
果関係は否定される。

 ・ 憲法改正の結果、水源の利用について著しく

コストを要する状況が生じた場合も、投資の
実質的な永続的剥奪には当たらず、収用は成
立しない。

Ⅰ．事実関係［paras. 8-82］

申立人（ポーランド企業）が、被申立国（スロ
バキア）所在の子会社を通じ、同国北部（ポーラ
ンド国境を流れるポプラド川沿い）のLegnava1）で
発見されたミネラルウォーター孔から、ポーラン
ド領内工場2）への水の越境パイプライン輸送等を
計画し（「本件計画」）、許可申請手続を進めていた
が、被申立国の憲法改正により越境輸送が禁じら
れて申請不許可となったため、1994年8月18日付
ポーランド・スロバキア間投資協定（「本BIT」）
違反を主張して、申立人が1976年UNCITRAL規
則に基づく仲裁を開始した事案である。

A. 申立人等［paras.11-13, 49-52］
ポ ー ラ ン ド 企 業GFT-Goldfruct Sp.zo.o

（「Goldfruct」）は、本件のために2001年10月、現
地法人GFTを設立した。その後、2012年12月31日、
申立人がGFT（株式100％）を買収した。なお、
M&Aアドバイザー作成の文書には、本件水源各
孔（下記B参照）の化学構成は同一で、混合して

投資協定仲裁判断例研究（135）
水の越境輸送を制限する憲法改正による投資阻害：EU加盟国間投資協定の下で管轄及び協定
違反（一部）を認めつつ賠償を否定した事例

山本晋平 Shimpei Yamamoto

投資協定仲裁研究会　古賀総合法律事務所　弁護士・ニューヨーク州弁護士

1）Prešov Region, Stará Ľubovňa郡の自治体（村）。なお、Districtは「郡」と訳した。
2）本件計画では、スロバキア領内の施設で本件水源の水を処理するとされているが[paras. 31, 41等]、本稿で「工場」
は容器詰め工場（bottling plant）を指す。
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単一のブランド（名称）でナチュラル・ミネラル
ウォーターとして販売できるとの記載があった。

B. 水源の発見・認定等［paras.14-23］
2002年以降、GFTは被申立国の環境省から探

査許可を得て水文地質学調査を行い、新たに
Legnava南西で1孔、その後、国境により近い
Legnava北東で4孔の水源を発見し（総称して「本
件水源」）、同省及びState Spa Committee（「SSC」）
は、2005年及び2009年に、GFT作成報告書を承
認して各孔の「最大使用水量」を決定し、炭酸ミ
ネラルウォーター水源として認定した。

C. 計画の転換等［paras.24-40］
GFTは、①第1案（工場予定地をLegnava南西

とする）、②第2案（同予定地をLegnava北東とす
る）を検討した（土地購入等も実施）。ただし、
実現の条件として、大型車両が通行できる道路又
は架橋の整備を当局に要請したが、これは実現し
なかった。2010年3月、③第3案（本件計画）に
関する予備的照会に対し、被申立国Inspectorate 
of Spas and Springs（「監察局」）は異議がない旨
回答した。ただし、EU法は本件水源各孔の水の
混合を禁じている旨の警告が付された3）。

他方、2010年11月、Goldfructの照会に対し、ポー
ランド当局は、本件水源各孔の水は同一の化学構
成であるため、EUミネラルウォーター指令
2009/54/EC（「本件EU指令」）及び指定国際規
格に従った水処理等プロセスとスロバキア当局の
適合性確認を条件に、同国領内での混合はポーラ
ンド法上、許容されるとした。

同月のGFT照会に対する監察局の回答には、第3
案の下でのポーランド領内での消費者用パッケージ
化に関する法適合性検査は、ポーランド法の下で同
国当局によってなされる旨が含まれていた。

2010年12月、GFTは被申立国環境省に対し、
第1案～第3案のうち、第3案のみが実行可能とし、
ポーランド領（Muszyna）での用地購入（35,000

平方メートル）及び上記監察局回答にも言及した
本件計画を提出した。

D. 利用許可申請手続［paras.41-43, 47-48］
2011年12月、GFTはSSCに対して、本件計画

に基づき本件水源の利用4）を申請した（「本件手
続」）。これに対して、2012年2月8日、SSCは手
続「停止」を決定し、GFTに対して、①不足文
書の180日以内の追完、②パイプライン敷設に関
する関係当局許可証の提出、を求めた。2012年8
月、GFTは上記①の不足文書を提出し、同年9月
19日、SSCは文書追完を完了（“completed”）と
したが、前提問題である同②の許可が未解決とし
て、本件手続を保留した。

E. 憲法改正に至る経過［paras.63-77］
2012年3月の選挙及び政権交代を受けて、環境

省は同年10月、地下水を「国の戦略的原料」と
する立法を提案する「ウォーター・レポート」を
公表し、その越境利用に国家承認を要求した。内
閣はこれを採択し、法改正を求める「閣議決定
2012年583号」がなされた。しかし、政府は、
2014年7月、法改正案の一部を憲法改正により進
める方針を公表し、同年8月、消費者用パッケー
ジされた水の輸送及び緊急事態・人道援助対応の
場合を例外として、大規模な越境水輸送を禁止す
る憲法改正案を議会に提出、同年10月21日、議
会は特別多数要件を満たして可決した（102対5）。

F. 建設許可～本件手続の不許可等［paras. 53-
62, 78-82］

2014年5月、郡事務所は本件計画に基づく領内
パイプライン等の建設を許可した。SSCは水源
保護等の条件付きでこれに同意した。2014年7月、
GFTは本件手続の追加書類として（上記D②）、
同建設許可をSSCに提出した。これに対し、
SSCは同年12月、憲法改正により容器詰め前の
水の越境輸送が禁止となった旨GFTに伝達し、

3）水源利用権者と容器詰め実施者との同一性の論点 [paras.32, 60, 318, 343-345, 359-363] は、本稿では割愛する。
4）本稿では基本的に「exploitation」に「利用」の語を当てるが、適宜「商業開発」の語も用いる。後掲注8参照。
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申請を修正しなければ不許可となる旨通告した
が、GFTはインフラ未整備のため代替手段は無
いとして修正に応じなかった。2015年1月、SSC
は申請を却下した（その後の行政不服申立ても退
けられた）。2015年2月以降、GFTは国内裁判所
で争ったが、2018年2月28日及び2020年2月20日
に、上訴も含めて退けられた。

G. 本件仲裁手続［paras. 85, 155］
2016年8月18日、申立人は、本件仲裁を開始し

た（請求額は575,603,000PLN（ポーランドズウォ
ティ））。

Ⅱ．判断要旨

A. 管轄［paras.168-305］
1. EU内部事項の管轄抗弁［paras. 171-265］5）

被申立国は、そのEU加盟（2004年）により、
本BITはEU法との関係で実施不能（inoperable）
となった旨主張するが、国際公法の下、この主張
は認められない。
2. 事項管轄・管轄要件としての適法性 ［paras. 
266-304］

2012年12月31日、申立人はスロバキア法人
GFTの株式100%を取得した。これは本BIT1条（2）
の「投資資産」に該当する。また、同条項による
管轄要件としては投資実施時の「適法性」で足り、
本件でも問題なく認められる。

B. 責任・適法性［paras.316-425］6）

1. 水源国容器詰め原則［paras.364-371］
本件EU指令の下では水源国容器詰め原則は認

められない。また、EU指令は申立人を直接義務付
けないが、憲法改正以前のスロバキア法では、容
器詰め前のミネラルウォーター輸出を禁じていな

かったため、本件計画の違法性は問題とならない。
2. 混合及びブランディング［paras.372-425］

地下ナチュラル・ミネラルウォーターの生産・
販売に関するEUの高度な規制の目的は、①消費
者の健康の保護、②消費者の誤認防止である。本
件EU指令は、認定ミネラルウォーターのEU委員
会への通知、汚染防止等の監督責任や情報提供責
任などを水源国の「責任当局」に負わせている。
越境利用の場合も、国内法上の利用許可に際し、
水源国当局は本件EU指令の要請による条件を付
す「遠隔監督」が可能であり、申立人は、この観
点から解釈されたスロバキア実施立法に従うこと
が求められた。

被申立国は本件計画の違法性を主張するが、以
下のとおり適法な代替手段があるため、申立人は
合理的な事業者として、計画の進展に伴い適法な
代替手段を見出して採用したと考えられるから、
違法性の立証は認められない。代替手段の主張は、
仲裁手続の過程で展開されたものでも許容される。

（a）ブランディング［paras.375-384, 416-425］
申立人企業社長は、本件水源について、申立人

の既存商品とほぼ同一の化学構成であり、第3案
の工場予定地（ポーランド領Muszyna）と数百メー
トルの距離で、地質学・地理学的に同質の地域の
ため、そのブランド「Muszynianka」の下で適法
に販売できると考えてGFTを買収したと証言し
た7）。しかし、仲裁手続の中で被申立国が、その
ブランド名による販売は誤導的で違法と主張した
ところ、申立人側専門家証人は「Muszynianka-
Legnava」といった組合せ名称使用の可能性を指
摘した。その後、同社長は2回目の証言をこれに
沿う形で修正した。

本件EU指令及び被申立国実施立法では「利用」
の概念は「採水」と区別される8）。越境した2カ
所（LegnavaとMuszyna）に生産工程がまたがる

5）本稿ではこの論点の詳細は省略した。Magyar Farming Company Ltd, Kintyre Kft and Inicia Zrt v. Hungary, 
ICSID Case No. ARB/17/27（解説、山本晋平「賃貸借に関する法定再契約権の行使を不能とする法改正を『既得権
の収用』とした判断例」JCAジャーナル67巻4号〔2020年〕24頁）を参照されたい。
6）水源利用権者と容器詰め実施者との同一性について、前掲注3）参照。
7）M&Aアドバイザー作成文書の内容について、本稿I.A参照。また、水の混合に関するポーランド当局の見解につい
て同C参照。
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場合、「Muszynianka」「Muszynianka Plus」とい
う商品名は、1カ所のみを示唆するため誤導的と
解され得る。他方、上記組合せ名称は、誤導的で
違法とは言えないと考えられる。

（b）混合［paras.385-387, 400-415］
申立人は、①ポーランド水源の水と本件水源の

水との混合計画、②本件水源の各孔の水の混合計
画、の２つを述べるが、以下のとおり、②の適法
性が否定されず、適法なオプションがあったと言
えるから、①については検討を要しない。

被申立国国内法は、異なる水源のミネラル
ウォーターを混合して1つの商品名で販売するこ
とを、①各水源の地域的同一性、②化学構成の同
一性、③ミネラル化の変動幅、の３要件の下で可
能とする。本件では、①の充足に争いは無い。②
及び③について、被申立国から疑義が呈されてい
るが、立証責任の観点で、被申立国から明白な証
拠は示されていない9）。

C. 責任・公正衡平待遇（FET）［paras.426-621］  
1. 「正当な期待」［paras.469-496］

FETの根拠となる「正当な期待」は、投資実
施時点での、関連権限を有する当局により投資奨
励のため当該投資家に向けられた、十分に具体的
な保証（assurance）、及び投資家による当該保証
への依拠を必要とする。一般的な法的枠組みから
も「正当な期待」が生じるとの申立人の主張は適
切ではない。

Goldfructが本件計画を被申立国当局に表明し
たのは2010年3月であり、申立人はそれ以降の当
局見解等をGFT買収時に入手できた。そこで
2010年3月～2012年12月31日（GFT買収時）の
間における当局の見解等が「正当な期待」の根拠
となり得る。

SSCの2012年9月19日通知（上記I.D）の「完
了（completed）」の記載は、許可することの保証

とは解釈できず、不足文書解消を確認したに過ぎ
ない。加えて、SSCがGFTに対し、水処理後の
容器詰めの場所及び方法、商業開発の方法等に関
する情報を照会した際、当時Goldfructが想定し
ていたポーランド領内での水の混合の可能性を開
示せず、また、申立人はGFT買収後、混合の意
図を反映させる修正を申し出なかった。買収前後
を通じ、GFTは各種申請における説明（図面）で、
本件水源各孔の水が混合されないことを積極的に
示唆していた（上記I.C③記載のSSC警告に沿っ
たもの）。具体的照会があったのに、本件計画の
重要な要素を開示から省いたことは、本BITの下
での「正当な期待」成立を排除する。

確かに、水の混合自体の違法性の立証は認めら
れないが（上記Ⅱ.B.2.（b））、被申立国領内で混
合せずポーランド領内で混合するという計画は、
少なくとも被申立国に本件EU指令遵守の問題を
提起したであろうし、この点の隠蔽により、SSC
がその許容性をGFTと議論し、本件水源の実際
の化学構成を究明することを妨げ10）、最終商品の
健康影響を調査することを妨げた。この点はSSC
による「公共の利益」の評価（下記3参照）にお
いて重要な要素となったはずである。
3. 利用許可を受ける権利（地位）［paras.497-512］

本件手続においてSSCは、スロバキア法上「公
共の利益」判断の裁量を持つ。裁量権の存在やそ
れに基づく許否は、FET上の恣意的な待遇に当
たらない。よって、申立人は憲法改正前に利用許
可を得る法的権利（地位）を有していたとは認め
られない。
4. 憲法改正と公正衡平待遇義務［paras.513-621］

（a）差別［paras.515-544］
同様の状況（like circumstances）にある投資

家が、合理的な根拠なく異なる取扱いを受けた場
合には（FET違反の）「差別」が成立する。

8）各規定上「exploitation（利用・商業開発）」の概念は「extraction（採水）」と区別され、前者は「容器詰めに至る
全ての生産段階を含む」とされている。[para.421]
9）一因として、被申立国がGFT作成報告書（上記I.B参照）にのみ依拠して、自前の調査を行わなかったことも指摘
されている。[para.407]
10）前掲注9）参照。
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（i）改正憲法は、全ての種類の水に適用される。
また、生産事業者がスロバキア籍であるか外国籍
であるかを問わない。従って、法的（de jure）
差別待遇は存しない。

（ii）事実上の（de facto）差別に関し、申立人以
外の事業者も、スロバキア＝ハンガリー間の
VVS-ZKV計画やSVS-SVP-AQUA計画も含め
て、憲法改正の前後にわたり、被申立国の飲料水
又はミネラルウォーターに関する越境輸送を伴う
計画を進められなかった。GFTと同様の状況に
ある予定事業者（被申立国の「飲料水の生産者」
で「越境生産」を検討した者）との間で、事実上
の異なる取扱いはなかった。

（iii）憲法改正の経過（環境大臣の発言等を含む）
を以下に検討した結果によれば「ターゲティング

（狙い撃ち）」による差別も認められない。
憲法改正は、気候変動の影響下での（ミネラル

ウォーターではない）飲料水及び地下水に関する
懸念に駆られて行われた。本件計画は、越境利用
の論点を具体的に初めて提起した事案として政府
の関心事であったが、憲法改正は、基本的にはハ
ンガリー国境近く南西部のシトニー・オストロフ
水源の保護を目指したものであった。また、中央
政府は、地方当局が国全体の水資源バランスに関
する必要な情報を持たないことを懸念し、自らに
決定権限を移すことに関心があった。

本仲裁手続において、SSC委員長は、大臣が
SSCに対して本件手続を遅らせるよう求めたこ
とを自認したが、この証言は（後述（e）の問題
は別として）ターゲティングの証拠とは言えない。
本件手続が長引いた事情は、当時の法規制の下で
新しい問題を提起したGFTの申請への対処に
SSC及び健康省が窮していたことにあり、憲法
改正はこの当局のジレンマに回答を与えた。

（b）合理性［paras.545-565］
FET基準の下での国家の措置の合理性は、正

当な公共目的に合理的関連性を有する合理的政策
であるか、によって判断される。

（i）公共目的
投資協定仲裁廷は、何を正当な公共目的とする

かについて、国家に敬譲の義務を負う。従って、
国家の措置は正当な公共善を実現しようとするも
のと推定される。

環境保護、公衆衛生、天然資源の利用に関し、
情報に基づく最適な規制に努めることは国家の中
心的機能であり、正当な政策目的である。現在の
水資源の多寡に関わらず、天然資源の規制自体、
独立の主権事項であり、また地方政府から中央政
府に権限を移すという目的も認められる。国家は
天然資源が危機に瀕したり激減するまで措置を控
える必要はない。なお、地域経済の保護（雇用創
出等）に関する環境大臣の議会発言はあるが、そ
れが憲法改正の中心的目的であった経過はなく、
また、それは憲法改正の上記目的を損なうもので
はない。

（ii）目的との合理的関連性
仲裁廷はホスト国制度に組み込まれていないた

め、その役割は当該国の立法者と同様の判断をす
ることではない。目的のために「潜在的に効果を
有する」又は「少なくとも当該目的を促進できる」
手段であれば、合理的関連性の基準を満たす。

本件の憲法改正は同基準を満たす。第1に、領
内容器詰めによるコスト増は水の輸出を抑制し得
るので、水の保全という政策目的に資する11）。第
2に、容器詰め前の輸出の禁止により、地下水は
主に人間の消費・飲料水となり、工業利用輸出を
防ぎ、水の合理的利用及び総使用量との関連性が
認められる。第3に、当局の安全性・衛生検査に
あたり、領内生産過程の現地監督が可能となり、
公衆衛生目的の促進に資する。

（c）比例性（proportionality）[paras.566-576］
本件憲法改正は次の（i）～（iii）の要件を満

たし、比例性基準によるFET違反に該当しない。
（i）正当な公共目的達成への適切性（suitability）
の要件は、上記（b）の合理性と実質的に同じで
あり、肯定される。

11）他方、少なくともいったん容器詰めされた水は、EU域内市場における「物の自由移動原則」の下、輸送等の自
由な制限が困難となる [para.561]。
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（ii）より負担や干渉が少なく実施可能で同等の
効果を有する「代替措置」の不存在（必要性：
necessity）の要件について、立証責任を負う申立
人が主張する現行の最大水量決定制度は、ミネラ
ルウォーターにのみ適用される制度であり、かつ、
地方当局に権限があるため国全体の水資源状況を
考慮できず、「代替措置」要件を満たさない。なお、
当仲裁廷としても、国全体の水資源に占める割合
が僅かなミネラルウォーターは越境輸送禁止の対
象から除外することや、水全体をモニターするよ
う最大水量決定制度を見直すことが「代替措置」
となるか、を自問するものの、実施可能で同等の
効果の有無に関する経験的証拠がない以上、その
検討を行えば、仲裁廷の能力を超え、国家の政策
実施方法への敬譲の義務に反する。また、水の保
全は憲法改正の唯一の目的でなく、この点の「代
替措置」だけでは、他の目的に関する「必要性」
の有無を決定づけない。

（iii）対象利益の相対的重みに照らし過度の手段で
ない（狭義の比例性：proportionality stricto 
sensu）という要件の充足は、本件では明らかであ
る。環境保全・公衆衛生・天然資源の規制という
目的は到底無視できるものではなく、他方、申立
人は、本件水源の越境利用に商業的利害を有した
としても、権利や正当な期待は有していなかった。

（d）一貫性［para.577-589］
本件手続による利用許可前であったため、本件

水源の水はなお被申立国の所有であり、「正当な
期待」も生じていなかった。その段階での憲法改
正により、輸出前に容器詰めする計画に限り利用
許可等を与えるとしたことが、一貫性を欠くとは
言い難く、FET違反を構成しない。

証拠上、被申立国当局は、許可権利者がいれば
水の所有権が移転し、その後はEU域内市場の「物
の自由移動の原則」に従うとの見解を有していた。
しかし、この見解は、憲法改正前の規制の空白が

不変であることをGFTや申立人に示唆し得るも
のではなく、天然資源の利用条件に関する国家の
権利の不行使を意味するものでもない。

（e）行政手続法上の期間制限の不遵守12）［paras. 
590-591, 610-621］

国内法違反の措置等は、濫用的又は恣意的な場
合にFET基準違反を構成し得る。

2014年7月から2015年1月の不許可までの間、
SSCは行政手続法の期間制限に反し、本件手続
を実質的に進めなかった。背景として、SSC委
員長は、憲法改正可決まで本件手続を止めるよう
命じられたと明確に証言した。従って、本件手続
は、行政手続法及び国家当局に期待される透明性
についての意図的な無視の下に実施された。これ
はFET基準の違反に該当する。

しかしながら、もしSSCが行政手続法に則っ
て健康省に対する申請をしていれば、憲法改正ま
での期間延長が認められた可能性が高い。これと
異なる展開を仮定した場合も、GFTは本件手続
後に別途の占有許可及び水処理許可を得る必要が
あり、それは2015年3月以降になったと考えられ
る。その時点で関係当局は、発効した改正憲法に
従い、結局これらを不許可とせざるを得なかった。
また、既述のとおり、GFTは利用許可を受ける
権利も「正当な期待」も有していなかった。従っ
て、上記FET違反には、GFTや申立人がその後
に被った損害に対する因果関係が認められない。

D. 責任・収用［paras.622-641］
申立人は、憲法改正及び利用申請不許可により、

唯一の選択肢であった本件計画が不能となり投資
の収用が生じたと主張する。他方、被申立国は、
第1案に関し、事業ニーズによる道路整備につい
ては、国内法に基づきGFT自身に費用負担義務
があったが13）、これを選択しなかったのは投資家
の純粋な商業的理由による等と主張する。

12）本件BIT3条（1）の不合理又は差別的な措置による毀損（impairment）［paras.642-651］に関する判断は、この（e）
項の判断とほぼ重複するため、本稿では割愛する。
13）延伸道路4.5kmに対し37ヶ月で10.7百万ユーロとされる。なお、申立人の検討外であった別の選択肢として、
Legnava－Muszyna間の架橋又は路面電車（LRS）の場合、3.2~5.1百万ユーロ／30~35ヶ月を要するのみであった旨、
被申立国は主張した[para.633]。
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ここで申立人の投資はGFT株式の保有である。
GFTはLegnavaの土地や本件水源の探査・特定・評
価に関するノウハウを有する。これらの資産は価
値があり、申立人による使用・処分が可能である。

もし本件計画が混合及びブランディングの点で
計画通りに実行され得たならば（ただし、その仮
定は、本仲裁廷の前述の判断からは覚束ない）、
GFTの価値は、憲法改正の結果として、大幅に
低下したのは疑いない。また、もし仮に、申立人
が、なお本件水源の利用を行うとすれば、想定よ
りも著しく高いコストで改正憲法に則って実行す
べきことも明らかである。しかし、これらの事実
は、投資の実質的な永続的剥奪（substantial 
permanent deprivation）を示すものではない。資
産の所有権はそれ自体で、当該資産を最も収益性
ある方法あるいは特定の方法で使用する権利を与
えるものではない。また、GFTが本件水源の利
用許可を得る前であったため、移行制度なき憲法
改正が収用を構成するとは言えない。従って、本
BIT4条（1）の収用は成立しない。

Ⅲ．解　説

A. 公正衡平待遇
1. 投資家の計画の違法性／不開示

仲裁廷は、適法な代替手段がある場合は、投資
家は事業実施までにそれを選択すると考えるのが
合理的だとし、進行中の事業計画を違法と断ずる
ことを避けつつも、当局の照会に対する投資家側
の不十分な開示を理由として、FET違反の根拠
となる「正当な期待」の成立を妨げると判示した。
もっとも、仲裁廷は「正当な期待」の根拠となる
具体的保証も否定したので、投資家の情報不開示
を問題とした判断は傍論と言える。ただし、一般
に投資家が、一定の論点を当局に明示し、それに
基づく当局の見解を得る（それに応じて計画是正

等を行う）といった手順を踏んだ場合に「正当な
期待」の成否に影響が生じるか否かは事案により
異なってくるとも思われ、事業買収者の買収時・
買収後の対応如何の影響という観点も含めて、留
意すべき事例と考えられる。
2. 水資源に関する国家の規制権限と投資協定仲裁

本件憲法改正は、緊急対応等を別として、容器
詰めされない水の越境輸送を個別許可の余地なく
禁じる、徹底したものである。仲裁廷が述べるよ
うに、水資源全体に占める割合が僅かなミネラル
ウォーターとの関係では別途の規制手段が無かっ
たか、との指摘があり得るが、仲裁廷はこの点を
含めて全般に、国家の資源規制や政策手段選択へ
の敬譲を重視し、FET違反を否定した。
3. 国内法手続の無視を原因とする国際法違反の
肯定と賠償の否定

本件では、国内法手続及び透明性をホスト国当
局が意図的に無視した点に限り、濫用的又は恣意
的として本BIT違反を認めた。他方、当該違反と
損害との因果関係を認めず、結論として全ての損
害賠償を否定した。なお、事業実施に至るまでの
被申立国における行政手続が各事項・各段階に区
分されていたことも、ここでの因果関係の遮断、
さらに権利や「正当な期待」の不成立に関する判
断にも、結果的に影響したように思われる。

B. 収用
国際法上、「補償を要する収用（間接収用）」と

「補償不要の正当な規制措置」の区別について、
①財産権に対する制約の程度、②規制措置の性格
等、③合理的期待を与える措置に対する制約か、
の3項目が指摘される14）。本件は①のみを考慮し
た事例と言えるが、憲法改正による水の越境輸送
禁止の目的・性格に照らすと、上記②の観点も加
えて判断した方がより説得力を持ったのではない
かとの印象も受ける15）。

14）前掲注5）解説中に引用した文献を参照されたい。
15）仮に本件で、申立人が、追加の時間・コスト（前掲注13）参照）をかけて第3案以外の方法を試みる場合、憲法
改正による越境生産禁止の影響で、申立人の既存ブランド名を組み合わせた商品名の使用も、不可能となったと解さ
れる（本稿II.B.2.(a)参照）。本件の投資資産は「株式」であるが、こうした条件の下での事業採算性や株式価値評価と
いう観点で申立人が主張を展開した形跡は、仲裁判断中には見当たらない。
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Ⅰ．はじめに

2021年4月22日及び30日の計二日に亘り日米産
学連携によるウェビナーが行われた。本企画は、
日本商事仲裁協会（JCAA）、日本国際紛争解決
センター（JIDRC）、マイアミ大学ロースクール

（UM） 及 びMiami International Arbitration 
Society（MIAS）主催、慶應義塾大学ロースクー
ル（KLS）、日本国際調停センター、JETRO、フ
ロリダ州弁護士協会国際法部門、Transnational 
Dispute Management及び国際仲裁総合研究所後
援による、両国の国際仲裁・ADRの啓蒙と発展
を目的とした初めての試みである。第１回は日本
の若手仲裁実務家・企業内弁護士・法務部員を対
象とした「米国とアメリカ大陸における国際仲裁

（International Arbitration in the U.S. and the 
Americas）」、第２回は米国・ラテンアメリカ地
域の国際仲裁実務家・企業内弁護士・実務家を対
象とした「アメリカ大陸における日本の接点-経
済、国際仲裁・ADR及び人材開発の観点から

（Japan Touchpoints in the Americas – Economy, 
International Arbitration & ADR, Developing 
Capacity）」であり、各1時間半に亘る計12名の日
米の国際仲裁実務家・学者による発表であった。
両法域時差13時間以上にもかかわらず、ウェビ

ナーの企画としては破格ともいえる計500名以上
の参加登録者を記録し開催を終えることができ
た。各協賛団体・参加者への深い感謝とともに、
同企画立案担当者より開催報告を行う。

Ⅱ．企画の背景・趣旨・目的

筆者は、米国フロリダ州のUMの法学博士・修
士課程の卒業生であり、UMへの留学期間中はベ
ルギーのエネルギー憲章条約事務局と英国の
Wilmer Haleで国際商事・投資仲裁の研修を行っ
た。帰国後、日本の国際仲裁の発展のために還元
ができればと暗中模索していた最中、JIDRC早
川吉尚事務局長とJCAA小川新志課長に相談に
乗って頂き、UMとMIASの協力を得て今回の開
催に至った。また、日本とフロリダ州、特にラテ
ンアメリカ法域とのビジネス・リーガルコミュニ
ティの将来的発展も願い、本企画を立案した。人
材開発という教育的側面から、両国を代表して
KLSとUMが各LL.M.プログラムを紹介した点も
大きな意味があったといえる。

Ⅲ．企画の内容

UMの国際仲裁LL.M.プログラム1）のSandra 

日本とアメリカ大陸の国際仲裁ウェビナー開催報告
～「�International�Arbitration�in�the�U.S.�and�the�Americas」及び「Japan�Touchpoints�
in�the�Americas」～

横山�誉�Takashi Yokoyama

ニューヨーク州弁護士（法学博士・修士）

1）See White & Case International Arbitration LL.M. Program at the University of Miami School of Law at https://
www.law.miami.edu/academics/llm/white-and-case-international-arbitration-llm.
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Friedrich教授が両ウェビナーの司会進行を務め
た。Friedrich教授には、米国側の登壇者の調整、
PR・マーケティング、ロジスティックス関連も
ご協力頂いた。Friedrich教授は、同LL.M.プロ
グラムの発展とともに、フロリダ州マイアミの国
際仲裁コミュニティであるMIASにて、中心的役
割を演じている。Friedrich教授の司会進行によ
り、登壇者とリスナーでインタラクティブな質疑
もなされた。両ウェビナーの収録動画と配布資料
はMIASのHPで公開されている2）。

1. 米国とアメリカ大陸における国際仲裁
本プロジェクトの第一弾はJIDRCのZoomプ

ラットフォームにて開催された。MIAS会長の
Adolfo E. Jimenez氏、UMのCaroline M. Bradley
副学部長、JIDRC早川事務局長により開会挨拶
がなされた。
(a) The Legal System in the U.S. and the 
Amer icas – The impac t on i n terna t iona l 
commercial arbitration

Session 1では、UMのRichard Williamson名誉
教授により、米国とアメリカ大陸における法体系
と国際商事仲裁が与えた影響について発表があっ
た。同氏は、米国憲法における、権利章典により
個人的人権に強い保護が与えられた歴史的背景、
モンテスキューの提唱した三権分立との違い、連
邦制が米国国際仲裁に与える影響、最後に、国際
仲裁の政策的転換期から現代に至るまでのラテン
アメリカ法域の発展を丁寧に説明した。
(b) How do U.S. courts apply the doctrines of 

separability and competence-competence?
次に、Holland & KnightのKatharine Menendez 

de la Cuesta氏が、仲裁の合意には当事者間に極め
て広範な裁量が認められていること(Matter of 
Consent)、仲裁の合意はそれが包含される契約の
有効性とは分離して解釈されること(Separability)、
仲裁廷自身に仲裁可能かどうか(Arbitrability)判断
する権限があること（Competence-Competence）
などの基本原則を紹介した。仲裁合意の執行、暫
定的措置及び仲裁判断の執行について、同氏は裁
判所と仲裁廷のいずれに検討する権限があるか裁
判例3）を交え説明した。
(c) 28 U.S.C. § 1782: U.S. Discovery in Aid of 
International Arbitration

続いて、White & CaseのMatthew N. Drossos
氏が、米国当事者を含む米国とアメリカ大陸にお
ける国際仲裁手続において、外国当事者はどの程
度広範に証拠開示の範囲を想定すべきか、米国連
邦民事訴訟法規則1782と米国域外の商事仲裁手
続への適用可否について発表した。国際仲裁にお
ける証拠開示の範囲として、IBA Rulesの定める
範囲（3条）と除外対象（9条）を紹介し、同規
則1782が定める外国及び国際法廷と当該法廷の
訴訟当事者に対する開示補助手続の要件（管轄及
び証拠目的）を著名な裁判例4）を通じ説明した。
また、同規則はどのような種類の仲裁廷であれば
適用外となるのか連邦裁判例5）を引用し説明し
た。Servotronics事例6）では、同規則1782に基づ
きLondonにおける仲裁廷を補助するために訴外
Boeing社に対する証拠開示を認めるかにつき

2）See Webinar 1 “International Arbitration in the U.S. and the Americas” at https://www.mias.org/post/webinar-
part-1-video and Webinar 2 “Japan Touchpoints in the Americas: Economy, International Arbitration & ADR and 
Developing Capacity” at https://www.mias.org/post/webinar-japan-americas-part-2-video-presentation-decks.
3）See e.g., Prima Paint Corp. v. Flood & Conklin Mfg. Co., 388 U.S. 395 (1967), Buckeye Check Cashing, Inc. v. 
Cardegna, 546 U.S. 440 (2006), Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U.S. 79, 85 (2002) and First Options of 
Chi., Inc. v. Kaplan, 514 U.S. 938, 947 (1995). 
4）See e.g., In re Application of Sargeant, 278 F. Supp. 3d 814, 821 (S.D.N.Y. 2017), In re Kurbatova, No. 18-mc-
81554- BLOOM/Valle, 2019 U.S. Dist. LEXIS 84030, at *5 (S.D. Fla. May 20, 2019), Intel Corp. v. Advanced Micro 
Devices, 542 U.S. 241 (2004).
5）See e.g., NBC v. Bear Stearns, 165 F.3d 184 (2d Cir. 1999), Kazakhstan v. Biedermann, 168 F.3d 880 (5th Cir. 
1999), Abdul Latif Jameel Transportation Co. v. FedEx Corp., 939 F.3d 710 (6th Cir. 2019) and Consorcio 
Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. v. JAS Forwarding, 685 F.3d 987 (11th Cir. 2012). 
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（Boeing社と被告Rolls-Royce 社は関連仲裁にて
2017年に和解）、Servotronics社より申立てを受
けた各連邦地方裁判所によりそれぞれ判決が分か
れており、連邦最高裁の判決が待たれている。同
氏は、連邦最高裁が、同規則1782の米国域外適
用の範囲を、①国際商事仲裁まで広げる場合、②
国際投資仲裁に限定する場合、③①または②を採
用したうえで他の規定上文言の解釈により範囲を
画定する３通りの判断過程の可能性を示した。最
後に、同規則1782と日本弁護士法23条2項の適用
範囲を比較し見解を述べた。
(d ) Cros s -Examina t i on i n I n t e rna t i ona l 
Arbitration

次に、Hogan LovellsのDaniel Gonzalez氏が、
米国とアメリカ大陸の国際仲裁手続における効果
的な交互証人尋問を戦略・課題・証人のコントロー
ル・準備の観点から発表した。まず、同氏は、関
係当事者の法的多様性、仲裁廷の構成（Civil 
LawかCommon Lawか）、厳密な証拠手続の欠如、
誘導尋問、目的別に交互尋問の手法を戦略上意識
すべきことを述べ、時間的制約から、①質問者は
自己が回答が分かる質問しか質問しない、②仲裁
廷の質問には注意深く傾聴する、③通訳の準備、
④仲裁廷は質疑を広く認める傾向があるため異議
となる根拠を狭めるよう運営することを課題とし
て挙げた。準備としては、目的を明確にし質問の
精度を高める、メモ取りの注意点、開始・終了時
に強い態度で臨むこと、最後に、自己矛盾供述の
活用、信用性への攻撃、蓋然性の基準の適用を３
つのツールとして紹介した7）。
(e) Legal Education and Practice Opportunities 
in International Arbitration in the U.S. for 
Foreign-trained Lawyers

Session 2で は、Friedrich教 授 と、KLSの
LL.M.の金山直樹名誉教授が、両大学のプログラ
ムの概要について紹介した。Friedrich教授から
は、地域特色、仲裁コミュニティ、習得できる知

識・経験、出願手続・奨学金、卒業後の米国にお
ける法律実務/就労可能性、米国司法試験の概要・
受験資格について説明がなされた。筆者もUMの
卒業生として、同大学を選んだ理由、留学内容、
今後のキャリアについて考えを述べた。

2. アメリカ大陸における日本の接点
本プロジェクトの第２弾はUMのZoomプラッ

ト フ ォ ー ム に て 行 わ れ た。MIAS会 長 のDon 
Hayden氏とJIDRC早川事務局長より開会挨拶が
なされた。
(a) Developing Capaci ty in Internat iona l 
Arbitration between U.S. and Japan

Session 1では、KLSの金山教授が、同LL.M. 
の設立背景及び理念・カリキュラムの特色・国際
紛争解決専攻プログラム・CIArb認可の履修科目・
授業料・奨学金制度を紹介した。KLSは、日本
のロースクールの中で唯一の英語によるLL.M.プ
ログラムとして70以上の履修科目を提供し、毎
年米国・アジア・欧州から20名前後の留学生を
受け入れている。

最後に、JIDRC早川事務局長より、日本の国
際仲裁の現状と課題、そして日本政府新政策にお
けるJIDRCの挑戦について発表があった。過去
二十年間のJCAA仲裁付託数、仲裁地東京の消極
的要因、アジア諸国の国際仲裁施設の投資政策、
日本政府の新政策としてJIDRC設立、そして同
時通訳などを具備した最新ヒアリング設備を紹介
した。UMとフロリダ州リーガルコミュニティと
ともに、日本の最重要課題である国際仲裁・調停
の教育研修を、若手実務家に積極的に展開してい
きたいと考えている。
(b ) J apan ’ s Econom i c Par t n e r sh i p s a nd 
International Arbitration in the Americas

Session 2では、Tenzer ArrietaのJake Baccari
氏及び筆者が、アメリカ大陸における日本の経済
的影響と国際仲裁を発表した。米国全域とフロリ

6）See Servotronics, Inc. v. Rolls-Royce PLC, 975 F.3d 689 (7th Cir. 2020).
7）See Kent, Introduction to Cross Examining Witnesses, Stern & Saltzburg, Trying Cases to Win – Chapters 16, 
17 and 18, Cross-Examination, in Ragnar Harbst, A Counsel's Guide to Examining and Preparing Witnesses in 
International Arbitration, Kluwer Law International 2015.
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ダ州における日本の外国直接投資額（1位）とそ
れによる現地国別雇用数（2位）、同州における日
本の国別輸入割合（2位）と主要輸入品（自動車
部品等）、同州の日系企業数とその誘致の背景・
要因等の日本経済の同地域の影響について報告を
した。また、アメリカ大陸の国々と日本が締結す
る国際投資条約を紹介した。

続いて、過去10年の米国における日系企業が
関与した国際商事仲裁8）、アメリカ大陸における
日 本 企 業 が 関 わ る 国 際 投 資 仲 裁 例 と し て9）、
Bridgestone Licensing Services事件10）の概要、
実体法・手続法上の論点、仲裁判断について解説
した。最後に、進行中の日系企業が関与する国際
投資仲裁として、SMM Cerro Verde Netherlands 
B.V.事件11）の概要と同仲裁手続の進行状況につ
いて報告した12）。
( c ) I n t e r n a t i o n a l Arb i t r a t i o n a n d ADR 
Development in Japan

Session 3では、はじめにJCAA小川課長より
「International Arbitration in Japan - Myth and 
Reality -」の発表があった。約20年前に日本の国
際仲裁を批判的に取り上げたCharles R. Ragan 氏
の記事13）が冒頭で紹介され、今日ではその批判
が当てはまらないことの証左として、外弁法の改
正、過去10年のアメリカ大陸の当事者が関わる
JCAA国際仲裁の統計、JCAA仲裁人名簿の国籍
と割合、使用言語の割合、仲裁手続の平均的期間、
最新のJCAA仲裁規則と日本政府による仲裁法改
正に向けた取組みを挙げ、説明がなされた。

最後に、立教大学法学部James Claxton教授に

より、日本の国際商事調停について、紛争解決の
非敵対的手法として文化的・制度的に裁判所によ
る和解手続や私設調停が活用されてきたことが紹
介された。同氏は、UNCITRAL Model Law、
Singapore Convention、国際投資調停の活用など
の国際的な潮流を説明し、近年の主な取組みとし
て、JIMCの設立・活動内容、COVID-19感染症
によるパンデミック下のオンライン調停、JCAA
調停規則の改正、CIArbによる調停人研修などを
挙げた。

Ⅳ．おわりに

時差・言語・地理の違い・関係当事者の所属機
関が多岐に亘るにもかかわらず、関係団体からの
全面的な支援のおかげで、本企画を無事遂行する
ことができた。企画PRの点では、MIASのWeb
デザイナーの専門家によりかなりスタイリッシュ
なフライヤーが作成され、日米の各仲裁機関や業
界団体等かなり多くの媒体で展開された。それで
も、日本側と米国側では登録受講者数は倍ほどの
差があったため、PRのチャネル等を拡大してい
くことが今後の課題と思われる。日本の国際仲裁
に対する世界的・社会的関心を高めるには、自国
内の啓蒙だけでは足りず、今回のように他国の仲
裁・教育機関と連携し、継続的に力強いメッセー
ジを発信していくことが不可欠であろう。今後も
若手実務家として両国の国際仲裁の更なる発展の
一助となれれば幸いである。

8）法律情報の調査にあたり、UMのInternational Arbitration InstituteのEmma RefuveilleとCristian Galloriniの２学
生より真摯にご協力を頂いた。両学生より提出された過去10年間の米国における日系企業が関与した国際仲裁の詳細

（公開情報のみ）は本発表資料の末尾に収載されている。
9）石戸信平, 「投資協定仲裁判断例研究（132）日本企業の米国⼦会社による請求—国内裁判所の判断内容の誤りに
基づく裁判拒否の主張が認容されなかった事例」, JCAジャーナル68巻5号（2021年）
10）See Bridgestone Licensing Services, Inc. and Bridgestone Americas, Inc. v. Republic of Panama (ICSID Case 
No. ARB/16/34).
11）See SMM Cerro Verde Netherlands B.V. v. Republic of Peru (ICSID Case No. ARB/20/14).
12）See Cosmo Sanderson, “Peru hit with second claim over mining project,” Global Arbitration Review, 14 May 
2020.
13）Charles R. Ragan, Arbitration in Japan: Caveat Foreign Drafter and Other Lessons, Arbitration International, 
Vol. 7 Num. 2(1991).
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国際商事取引の分野のみならず、投資条約仲裁
やスポーツ仲裁など、紛争解決手段としての仲裁
の利用が多様に拡大している。そこにおいては、
ある国家に対して数百億円もの損害賠償を一投資
家に支払えとの仲裁判断が下されたり、著名なア
スリートが関係するスポーツ仲裁事案が報道の対
象になるなどしており、これまで以上に仲裁に対
する関心を高める要因となっている。また、仲裁
手続の実態についての知識も広く普及しはじめた
ように思われる。さらに、争点も高度化するよう
になっており、紛争当事者の利害の対立も先鋭化
するようになっている。

そして、かかる利害対立の先鋭化は、自分たち
にとって重要な問題に判断を下す仲裁人という存
在への注目をさらに高めている。そこで今回は、
仲裁人のあり方を巡る最新の論考を紹介したい。

まずは、van Haersolte van Hof,"Impartiality 
and Independence: fundamental and fluid," 
Arbitration International （2021）（DOI:10.1093/
arbint/aiab002） は以下のように論じている。

様々な仲裁機関の規則やUNCITRAL国際商事
仲裁モデル法が、仲裁人の「独立性」と「中立性」
について触れている。また、欧州人権条約（ECHR）
6条も「独立した公平な（impartial）法廷による
公正な（fair）審理を受ける権利」について言及
している。英国やスイスの仲裁法には「公正性」
という文言はあるものの「独立性」という文言は
ないが、実質的には「独立性」は考慮されている。

仲裁人の独立性・公正性に影響を及ぼす事由が
何かに関しては、実務上、国際仲裁における利益
相反に関するIBAガイドラインによって収束しつ
つある。しかし、仲裁人選定の際の仲裁人候補者
の利害関係開示、仲裁人への忌避申立て、仲裁判

断の取消・執行というように問題になる局面が
様々にあることを前提に、それぞれの段階ごとに
独立性・公正性の判断基準は異なるのかという問
題については、必ずしも収斂していないようであ
る。この点、例えば、忌避申立てを認めるかどう
かの段階と仲裁判断取消申立てを認めるかどうか
の段階では、後者の方がより厳格な基準であると
する立場もあるが、例えばオーストリア最高裁の
2019年10月1日の判決（18 OCg 5/19p, 1 October 
2019）のように、手続の段階による差はないと
するものもある。

以上のように述べた上で、LCIAの事務局長で
ある筆者は、判断基準については手続の段階や審
査のタイミングに応じて異なるべきであると主張
する。その上で、IBAガイドラインのグリーン・
リストに掲載される項目について、情報開示に一
定の制限を設けるべきであるという観点から、そ
の充実は重要であると述べている。

他方、仲裁人長の選択の重要性とその選択方法
に つ い て 論 じ る Leikin-Treichl,"Pick Your 
President: Why and How Parties Should Seek 
to Agree on a Presiding Arbitrator," 37（1） 
Arbitration International 121 （2021）は、以下の
ように論ずる。

仲裁廷が適切な仲裁人で構成されるかどうかに
より、仲裁手続の質とそれによる結果が決定づけ
られる。また、3名の仲裁人から構成される仲裁
廷では、仲裁人長が、仲裁判断の起草に責任を負
うなど、単なる形式的地位を超えて意思決定プロ
セスにおける特別な権限を持つため、仲裁人長の
選択は重要である。

ところが、現実には、当事者は仲裁人長の選択
権を自由に行使できない。すなわち、3名の仲裁

国際商事仲裁ADR文献紹介（16）
仲裁人の独立性・中立性・選定方法・倫理

早川吉尚 Yoshihisa Hayakawa 小川和茂 Kazushige Ogawa

立教大学教授 立教大学特任准教授
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人から構成される仲裁廷の場合、仲裁人長の選定
方法は、各当事者により選定された2名の当事者
選定仲裁人が3人目の仲裁人長を選定するか、仲
裁機関が仲裁人長を選定するか、当事者が合意に
よって仲裁人長を選定すことになる。ICCが管理
する仲裁では、3名からなる仲裁廷において仲裁
人長のうち当事者が直接指名したのは8.5％に過
ぎず、57.7％が当事者選定仲裁人によって指名さ
れ、33.8％がICC裁判所または他の第三者任命機
関によって任命された。つまり、多くは当事者が
選択しているとはいえない。

これまで、仲裁人長に誰を選ぶのかについて論
じるものはあったが、どのような方法で仲裁人長
を選ぶのかについての問題はほとんど注目されて
こなかった。しかし、例えば、仲裁機関により仲
裁人長が選任される場合については、当事者が合
意により仲裁人長を選択した場合に比べて、当事
者の仲裁人長に対する信頼性が劣るという点で、
正統性が低下する可能性がある。仲裁人長を選択
する手続を設計するときには、選定手続の終局性、
正統性、予測可能性、有効性、及び効率性をバラ
ンス良く考慮する必要がある。

以上のように述べた上で、著者らは、バランス
の取れた仲裁人長の選定方法として、全8条から
なる仲裁人長選定のための当事者間の合意の例を
示している。しかしながら、筆者らも自覚するよ
うに、考えられるケースの構成や適用される手続
規則が多様であることから、単一のモデル手続を
全てに適用することも適切ではない。筆者らの提
示する合意案は、当事者の様々な考慮事項に応じ
て修正する必要があるであろう。とはいえ、仲裁
人長の選定方法につき、さまざまな視点を提示す
る本論文は参考になる。

最後に、ジェームズ・ボンドが主役の映画と絡
めて仲裁における倫理について述べる、Rogers, 
"The World Is Not Enough :ethics in arbitration 
seen through the world of film," 37（1） Arbitration 
International 397 （2021）を紹介したい。

007映画と国際仲裁の類似性は、その舞台が世
界の魅力的な都市にあることからも明らかであ
る。そして、国際仲裁における当事者の利害関係
は、とてつもなく大きなものになる。たとえば、
豪華ホテルの１室にある隠しカメラが某国の外務
大臣に数百万ドルの賄賂を申し出たことを露見さ
せるなど、映画のようなドラマが国際仲裁の場面
にはある。

仲裁コミュニティの内部者は、自らをジェーム
ズ・ボンドと同じような英雄であると見ているの

かもしれない。しかし、コミュニティの外におい
ては、むしろ最近では、国際仲裁は暗黒の悪役、
つまり、口ひげをたくわえた企業コングロマリッ
トとその悪徳金融業者のために、民主主義と公益
を破壊することを目的とした司法の支配者という
イメージを持たれることがある。このような批判
は、一方では、投資紛争において国際仲裁を排除
せよという声に繋がっている。また、イングラン
ドを代表する法曹であるジョン・トーマス高等法
院首席判事は、国際仲裁がコモン・ローの発展を
損なうとも主張している。他方、国際仲裁のユー
ザーからは、費用の高騰、手続の遅延、透明性の
欠如、仲裁人の多様性のなさなどについて、批判
がなされている。

このように負のイメージを持たれても、仲裁を
代替する他の紛争解決手続がないため、これまで
は「Live and Let Die」というアプローチが通用
してきた。しかし、専属的管轄合意に関するハー
グ条約や調停に関するシンガポール条約が存在
し、シンガポールなどでは国際商事分野に関する
国家裁判所も設置された現在においては、「No 
Time to Die」といえよう。

以上のような国際仲裁を巡る状況は、仲裁実務
家が、短期的な自己利益を超えたところに目を向
け、自己規制をすることによって克服されなけれ
ばならない。こうした試みとして、例えば、仲裁
人 の 手 続 補 助 者（secretariat） に 関 し て は、
ICCAに所属する若手法曹がガイドを作成した。
また、当事者代理に関しても、2013年に国際仲
裁における当事者代理に関するIBAガイドライン
が公表されている。他方、第三者資金提供（third-
party funding）についても、シンガポールや香港
の立法に加えて、仲裁関連団体によるガイドライ
ンなどが策定された。さらに、仲裁人に関する情
報についても、仲裁機関が選定基準をより透明化
し、選任された仲裁人の性別や地理的情報に関す
る 統 計 を 公 開 す る よ う に な っ て い る し、
Arbitrator Intelligenceという情報サービスが、
過去の事例における仲裁人とその意思決定に関す
るフィードバックを収集し、当事者に販売しても
いる。また、仲裁機関も、Arbitrator Intelligence
と提携し、仲裁手続終了時に代理人と当事者に
フィードバックを求めることを、仲裁人に告知す
るようになっている。このようなコミットメント
は、国際仲裁にとって「Tomorrow Never Dies」
であることを確実にするだろう。

　お洒落でありながらこの問題に関する豊富な
情報を与えてくれる、貴重な論文である。
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Ⅰ．はじめに

デジタル社会の発展やビッグデータの利活用に
より、広範かつ越境的な個人情報保護の必要性が
注目を集めるようになって久しい。近年ではEUに
おける一般データ保護規則（以下、GDPRとする）
の採択（2016年）および発効（2018年）という大
きな動きに注目が集まったが、日本でも2003年に

「個人情報の保護に関する法律」（以下、個人情報
保護法とする）がOECD理事会勧告をベースに成
立、その後2017年および2020年の2度の大幅改正
を経て現在に至るなど、世界的に個人情報保護に
関わる法整備が急速に進められている。

ところで、英米法系のディスカバリ、特に米国
におけるそれについては、従前よりその広範な対
象や域外域内を問わず行われる越境性、また不服
従の場合の厳しい制裁などから司法摩擦の一因で
あると指摘されてきた1）。それでは、米国民事訴
訟におけるディスカバリが域外的に行われ、それ
が、例えば、日本の個人情報保護法上、個人情報
取扱事業者に当たる者に対して、その者が保有す
る個人情報も対象としている場合、同法23条や
24条に基づき、本人の同意を得ずとも個人デー
タを提供することが許されるのか。仮に許されず、
本人の同意を得ることも現実的に不可能となる

と、ディスカバリに応じて個人情報保護法に違反
するか、個人情報保護法を遵守してディスカバリ
に応じず制裁を課されるかのいずれかを甘受しな
ければならなくなりそうである。本稿では、この
ように、米国ディスカバリに応じることと関係国
法を遵守することとの間で抵触が生じうる場合に
ついて、米国法上認められうる抵触回避枠組みに
つき紹介し（Ⅱ）、個人情報保護法制との抵触お
よびその抵触回避の可能性について検討を加える

（Ⅲ）。

Ⅱ．�米国ディスカバリと外国法との抵触
の処理

米国のディスカバリ制度の特徴は、既に述べた
ように、対象の広範性、当事者主導で行われ裁判
所の介入は極めて限定的であること、およびその
域外性にある2）。米国連邦民事訴訟規則（以下、
FRCPとする）34条によれば、ディスカバリの対
象者（訴訟当事者だけでなく第三者も含む）の占
有、管理若しくは支配下にある情報は、その所在
地にかかわらず証拠としての提出を命ずることが
認められている。またFRCP1782条によれば、一
定の要件が満たされれば、外国もしくは国際裁判
所等で行われる民事訴訟のために米国裁判所が

米国民事訴訟におけるディスカバリと個人情報保護

長田真里 Mari Nagata

大阪大学大学院法学研究科教授

1）多田望『国際民事証拠共助法の研究』（大阪大学出版会、2000年）153頁以下。
2）アメリカのディスカバリ制度の概観については関戸麦編著『わかりやすい米国民事訴訟の実務』（商事法務、2018
年）106頁以下、溜箭将之『英米民事訴訟法』（東京大学出版会、2016年）165頁以下など参照。
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ディスカバリを命ずることすら可能であり、この
場合でも証拠の所在地は問わないとする米国判例
もみられる3）。このようにいろいろな意味で極め
て広範な米国ディスカバリであるが、それが外国
法規違反をもたらしうる場合についてFRCPは特
段の規定をおいていない。

そもそも、米国においても、証拠の所在地法に
違反するディスカバリを域外的に命じることは原
則として否定されていた4）。しかし、1950年代に
入り、連邦最高裁判所はRogers判決5）において証
拠所在地たる外国法に違反する場合でも原則とし
てディスカバリを命ずるとの方針に転換した6）。
このRogers判決を反映しているのが1987年公表
の対外関係法第3リステイトメント（以下、第3
リステイトメントとする）441条および442条で
ある。441条は包括的に他国の領域内でその国が
禁じる行為を行うよう強制することはできないと
しており、同条には「外国国家強制（Foreign 
State Compulsion）」との条文見出しがつけられ
ている。他方、条文見出しに「開示の要求（Requests 
for Disclosure）」を掲げる442条は、原則として、
米国外に所在する証拠に対する域外的なディスカ
バリおよびその不服従への制裁を認める（1項a
号、b号）。実際にディスカバリを命ずるに際して
は、考慮すべき5要素（①要求する文書その他の
資料の調査又は訴訟に関わる重要性、②当該要求

の特定の程度、③当該資料が合衆国内で作成され
た［originated］か否か、④その資料を確保する
代替的手段の利用可能性、及び⑤要求への不服従
が合衆国の重要な利益を害すること又はその服従
が資料所在国の重要な利益を害することの程度）
を挙げ（同項c号）7）、外国法を一定の範囲で考
慮することを求める。この判断を経てディスカバ
リが命ぜられても、証拠所在地国法が資料の開示
を禁じている場合には、①命令の名宛て人に関係
国当局からの開示許可を得る誠実努力義務を課
し、②誠実努力義務を尽くした場合には制裁の減
免を可能とする（2項a号b号）形で外国法を考慮
する（なお、誠実努力義務を尽くしたとしても裁
判所がその者の不利に事実を認定することは妨げ
られない［2項c号］）。

このように、一般規定たる441条で、外国にお
いてその国が禁じる行為を強制することができな
いとしつつ、域外ディスカバリについては、個別
規定たる442条で、外国法違反となる場合でも原
則として命令することは認めながらその判断にあ
たり外国法の考慮を求め、名宛人の誠実努力を命
令不服従に伴う制裁の減免で考慮するとの第3リ
ステイトメントの規範構造は、混乱を招きやすい
との指摘が公表直後からなされていた8）。その後
2018年公表の対外関係法第4リステイトメント

（以下、第4リステイトメントとする）においては、

3）In re del Valle Ruiz, 939 F.3d 520.
4）Born/Rutledge, International Civil Litigation in United States Courts, 6th eds., 2018, p.994が指摘するように、
1934年の抵触法第1リステイトメント 94条は、行為地法に違反しない限りにおいて域外的に何らかの行為を命ずる管
轄を有するとしていた。
5）Société Internationale v. Rogers, 357 U.S. 197(1958). 同判決については、アメリカ対外関係法リステイトメント
研究会(訳)「アメリカ対外関係法第三リステイトメント（5）」国際法外交雑誌89巻3･4号（1989年）158頁（渡辺惺之
担当）以下参照。なお本文中の第3リステイトメントの参照・引用部分もアメリカ対外関係法リステイトメント研究
会の訳を参考にした。
6）Born/Rutledge, supra note 4, p.994.
7）なお、この5要素については、1987年の連邦最高裁アエロスパシアル判決（482 U.S. 522）においても引用されて
おり、文献によってはアエロスパシアル基準と紹介されることもある。例えば、Samantha Cutler, “The Face-Off 
Between Data Privacy and Discovery: Why Courts Should Respect EU Data Privacy Law When Considering the 
Production of Protected Information”, 59 B.C.L.Rev. 1513(2018), p.1527; Vivian Grosswald Curran, “U.S. Discovery 
in a Transnational and Digital Age and the Increasing Need for Comparative Analysis”, 51 Akron L. Rev. 857(2017), 
p.863.
8）Don Wallace, Jr., Joseph P. Griffin, “ The Restatement and Foreign Sovereign Compulsion: A Plea for Due 
Process”, The International Lawyer, vol.23, No.3,(1989) p.600. 
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外国国家強制にかかる規定は内容変更した上で
442条となり、域外ディスカバリについては外国
国家強制の抗弁が認められる一例と明確に位置づ
けられた上で、別途426条に第3リステイトメン
ト442条、同473条（外国における証拠収集）、お
よび同474条（外国における又は外国裁判のため
の証拠収集）をまとめた規定が設けられるに至っ
た9）。各規定の内容は以下の通りである。
「442条　外国国家強制
制定法、規則または手続法が許す範囲において、その

違反が他国法によって強制される場合には、合衆国裁判所
は法律違反を免除し、又は違反による制裁を減じる裁量を
有する。ただし
（a）名宛人が当該国法に従わない場合に重大な制裁を

課されることが明らかであり、かつ、
（b）名宛人が合衆国法と当該国法との抵触を避けるた

めに誠実に努力した場合に限る。
426条　民事訴訟における証拠収集

（1）合衆国裁判所は、法律が許す場合には、その管轄
に服する者に、証拠、証拠へのアクセスを支配している者
または強制的な尋問に応じなければならない者が合衆国外
に所在しているとしても、訴訟若しくは調査（それらが行
政的か立法府によるものかもしくは司法的なものであるか
どうかは問わない）に関する書類又は他の形式の証拠を提
出することおよび証言録取又は他の強制的な尋問に服する
ことを命ずることができる。
（2）法律が許す場合には、合衆国裁判所は、その管轄

に服する者に、外国または国際裁判所で利用するために、
書類又は他の形式の証拠を提出することおよび証言録取又
は他の強制的な尋問に服することを命ずることができる。
（3）合衆国裁判所は、証拠提出や強制的な尋問の命令

に不服従であった者に対しては、当該命令に応ずることが
外国法違反となる場合であっても、制裁を課すことができ
る。命令を執行するために適用されるべき制裁として何が
適当かを決定するためには、裁判所は、適用法規が許す限
りにおいて、外国法を遵守しなかった場合に課せられる可
能性のある重大な制裁や外国法によって課せられる障害に

照らして名宛て人が命令に応ずるためになした誠実努力を
考慮することができる。
（4）略」

このように、第4リステイトメントにおいては、
外国国家強制、域外ディスカバリのいずれでも、
外国法違反に関わらず一定の行為を米国裁判所が
命ずる余地を原則として認めつつ、名宛人が誠実
に努力したか否かを米国法違反による制裁減免に
おいて考慮するとの統一的な規範を採用した。さ
らに、第3リステイトメントでは、単に外国法と
米国法の抵触の存在のみを要件としていたのに対
して、第4リステイトメントでは、外国法違反に
伴う制裁の重大性が要件とされており判断基準が
明確になっている。その一方で、第3リステイト
メントで域外ディスカバリ命令判断に際して考慮
すべきとされた5要素については、第4リステイ
トメントでは明示されていない。しかし、同426
条の注釈には「外国に所在する情報の提出を命ず
るか否かを決定するには、要求する文書その他の
資料の調査又は訴訟に関わる重要性、当該要求の
特定の程度、当該資料が合衆国内で作成されたか
否か、その資料を確保する代替的手段の利用可能
性、及び要求への不服従が合衆国の重要な利益を
害すること又はその服従が資料所在国の重要な利
益を害することの程度を検討すべきである。」（注
釈a）とされており、5要素判断の必要性について
変更はないとされる10）。

したがって、民事訴訟における域外ディスカバ
リと関係外国法との抵触の回避枠組みについて、
第4リステイトメントは、命令検討段階での外国
法の考慮、ディスカバリ命令に不服従である場合
の制裁検討段階での外国法の考慮という第3リス
テイトメントと同じ2段階考慮の枠組みを維持し
つつ、外国国家強制との整合性を整理し、明確化
したものと評価することができよう。その結果、
具体的には以下のような判断が必要とされる。

①外国所在情報についてディスカバリを命ずる

9）Restatement(Fourth) of Foreign Relations Law §442, Reporter’s Note 10.
10）実際、In re Grand Jury Investigation of Possible Violations of 18 U.S.C. § 1956 and 50 U.S.C. § 1705, 381 
F.Supp.3d 37, 66は注で「第3リステイトメントは第4リステイトメントにアップデートされたが検討されるべき要素
に変更はない。」として、第4リステイトメント426条注釈aを引用している。
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際には、要求する文書その他の資料の調査又は訴
訟に関わる重要性、当該要求の特定の程度、当該
資料が合衆国内で作成されたか否か、その資料を
確保する代替的手段の利用可能性、及び要求への
不服従が合衆国の重要な利益を害すること又はそ
の服従が資料所在国の重要な利益を害することの
程度を検討しなければならないが、原則として
ディスカバリに応じることが証拠所在地国法に違
反する結果をもたらす場合でも、ディスカバリは
命ぜられる（命令発出検討段階での考慮）。

②ディスカバリ命令に不服従の場合、その不服
従に対して制裁を課すことは許されるが、（i）外
国法違反の結果名宛人に課せられる外国法に基づ
く制裁が重大であり、かつ、（ii）名宛人がディ
スカバリに応ずるために誠実努力義務を尽くした
場合、制裁を免除するか減ずることができる（不
服従に対する制裁検討段階での考慮）。

Ⅲ．�米国ディスカバリと個人情報保護法制

以上みたように、米国ディスカバリはその極め
て広範な性質にもかかわらず、一定の場合には、
それと抵触する外国法の考慮を求めることが可能
である。それではGDPRや日本の個人情報保護法
と米国ディスカバリとの関係は、第4リステイト
メント426条や442条の適用される外国国家強制
の場合に該当しうるのだろうか。

1. 適用要件としての「証拠の所在地」
まず、いかなる場合に抵触が考慮されうるのか、

という点について検討が必要である。すなわち、
第4リステイトメント426条は、米国外に所在す
る証拠について域外的なディスカバリが認められ
る場合を規定するとされており11）、この点を考慮
すれば、証拠の所在地如何で外国法との抵触の考
慮可能性が左右されそうである。しかし、現代社
会ではディスカバリで収集対象となる証拠の多く

は電子的に保存されているデータとなろう。その
場合証拠の所在地をいかに決すべきか。仮に物理
的な当該データ保管サーバーの所在地を指すとし
た場合でも、それが単一サーバーに保管されてい
るとは限らない。クラウドサーバーに保存されて
いたり、物理サーバーが複数国に置かれている場
合には、証拠所在地決定の問題はやはり残る。

この点、第4リステイトメント442条の報告者
注では、外国法との抵触を考慮する前提として、
情報の所在地が判断基準となるとしながら、電子
情報については所在地は無意味であるとする。そ
の上で、サーバーなどそれを保管する物理的な施
設の所在地ではなく、その情報にアクセスできる
者の所在地を考慮すべきであるが、そもそも442
条の適用に際して考慮すべきは対象となる情報の
所在地ではなく、外国法不遵守に伴う制裁の厳し
さと米国の命令に従おうとした当事者の誠実努力
であるとする12）。先に見たように、426条が442
条の一例として定められており、かつ両条が同じ
基準で外国法と米国命令との抵触を判断している
のだとすれば、ディスカバリに関して外国法と米
国命令との抵触を検討する要件として、物理的な
証拠についてはともかく、電子データの場合には
対象となる証拠が物理的に米国外に所在している
ということは必ずしも必要とされないということ
になりそうである。少なくともGDPRや日本の個
人情報保護法が適用される限りにおいては、その
所在地を問わず、これら個人情報保護法規と米国
ディスカバリ命令との抵触が検討されうる可能性
があるといえよう13）。

2. 個人情報保護法規とディスカバリ
証拠の所在地にかかわらず、外国法規と米国ディ

スカバリ命令との抵触が検討されうるとして、そ
もそもGDPRや個人情報保護法が外国国家強制を
もたらしうるのかとの点が次に問題となる。

（1）GDPRと米国ディスカバリ

11）このことは同条の注釈aからも明らかである。
12）Restatement(Fourth) of Foreign Relations Law §442, Reporter’s Note 7.
13）同様の問題意識は、Corby F. Burger, “Domesticating comity: Territorial U.S. Discovery in Violation of Foreign 
Privacy Laws”, 105 Cornell L.Rev. 549 (2019), pp.565 et seq.にもみられる。
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GDPRと米国ディスカバリ命令との関係につい
ては欧米において一定の議論の集積がみられると
ころである14）。まず、GDPRの対象となる個人デー
タにつき、単に外国の裁判所がEU外に当該情報
を移転するよう命じたという事実だけでは、
GDPRの下で個人データの移転を適法とするには
十分ではない。GDPR46条は適切な保護措置に基
づくEU外へのデータの移転を認めるが、EU・米
国間のデータ移転を包括的に認める枠組みであっ
たプライバシーシールドは2020年7月16日のEU司
法裁判所判決（C-311/18）により無効とされた
ため、現在は米国へのデータ移転を包括的に許容
する枠組みはない。GDPR48条は、個人データの
移転を命ずる国とEUとの間に司法協力にかかる
条約等があれば、当該命令に基づくデータ移転を
認めるが、現在EUと米国との間には民事訴訟に
関する包括的な条約や二国間協定は存在していな
い15）。また、GDPR49条は、特定の状況による例
外を認めているところ、同条1項e号は法的主張の
立証、行使または抗弁において移転が必要となる
場合に、例外的にデータの越境移転を認める。欧
州データ保護会議の公表した同条の解釈指針によ
れば、ディスカバリ手続も本条に該当する可能性
があるとされる16）が、特定の法的主張の立証、行
使または抗弁と対象となる個人データとが密接か
つ実質的な関連性を有しているか否か（必要性の

要件）および本号に基づく移転が不定期で反復性
がないものであるか（不定期移転の要件）の2要
件を満たす必要がある17）。そのため通常のディス
カバリ手続で求められるような包括的な情報の提
供を求めることは難しいと言えよう18）。したがっ
て、GDPRと米国ディスカバリとの間には外国国
家強制といえる状況が存在しているといえよう。

（2）個人情報保護法と米国ディスカバリ
個人情報保護法23条1項は個人情報取扱事業者

に対して、法令に基づく場合（同1号）など同項
各号に挙げる例外的な場合19）を除き、あらかじ
め本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供
することを禁じている。さらに、同法24条は、
個人情報取扱事業者に対して、一部の指定国（令
和3年5月現在この指定を受けているのはEUと英
国のみである20））を除く外国に所在する第三者に
個人データを提供する場合には、同法23条1項に
掲げる場合を除き、同条の適用が排除され、あら
かじめ外国所在の第三者に個人データを提供する
ことにつき、本人の同意を得なければならないと
する。つまり、EUと英国以外の外国に所在する
第三者に個人データを提供する場合、23条1項各
号に該当しなければ、原則として本人の同意をあ
らかじめ得なければならない。

23条1項の解釈につき、まず、1号にいう「法令」
には外国法は含まれないとされる21）。したがって、

14）例えば、David J. Kessler et al., “The Potential Impact of Article 48 of the General Data Protection Regulation 
on Cross Border Discovery From the United States”, 17 Sedona Conf. J. 575 (2016); Michael Baylson, Sandra Jeskie, 
“Overseas Obligations: An Update on Cross-Border Discovery”, 103 Judicature 54(2019).また、GDPR以前のEUデー
タ保護指令とディスカバリとの関係についてARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY, Working 
Paper 158, Working Document 1/2009 on pre-trial discovery for cross border civil litigation(2009)参照。
15）なお、ハーグ証拠収集条約については、締約国でない構成国もあることに加え、締約国である構成国も同条約23
条に基づきディスカバリには同条約を適用しない宣言をしている例があり、現実的な解決策とならないとの指摘があ
る。Kessler et al., supra note 14, p.578.
16）Guidelines 2/2018 on derogations of Article 49 under Regulation 2016/679, Adopted 25 May 2018, p.11.
17）Id., p.12.
18）Baylson, Jeskie, supra note 14., p.61.
19）1号以外の例外事由は以下のとおりである。人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって本
人の同意を得ることが困難であるとき（同2号）、公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要があ
る場合であって本人の同意を得ることが困難であるとき（同3号）、国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受
けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより
当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき（同4号）。
20）個人情報保護委員会『個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン（外国にある第三者への提供編）』（平
成28年11月令和3年1月一部改正）6頁。
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米国ディスカバリに応じることは1号の例外事由
には当たらず、それ以外にも該当事由は見当たら
ない。また、そもそも日本の民事訴訟における証
拠提供の扱いについてすら、裁判所の文書提出命
令や文書送付嘱託、あるいは調査嘱託に応じる場
合は23条1項1号にいう「法令に基づく場合」に
該当するとされる22）が、一方当事者のなす証拠
の申出については、法令に基づく場合には当たら
ず、その扱いについては議論のあるところである23）。
以上を踏まえると、当事者の要求に応じて下され
る米国ディスカバリ命令に基づき情報を米国に移
転することは、個人情報保護法24条にも抵触す
ると言わざるを得ず、ここでも外国国家強制とい
える状況が発生するといえる。

（3）情報保護法規違反をもたらす米国ディスカバ
リ命令への対応

GDPRも個人情報保護法も第4リステイトメン
ト426条、442条の対象となる可能性があるとす
れば、これら情報保護法規違反をもたらす可能性
のある米国ディスカバリ命令に対しては、Ⅱで述
べたように、そもそもディスカバリ命令を発出す
ることができるか（①）、命令の発出が認められ
たとして、その不服従による制裁に減免が認めら
れるか（②）、の2段階で米国裁判所には個人情報
保護法規の考慮を求めていくことになる。

まず第1段階について、個人情報保護法規と
ディスカバリとの抵触においては、第3リステイ
トメント442条2項の5要素判断、中でも第5の外
国国家の利益と米国の利益との比較衡量の要素が
重要となるとの指摘がある24）。この点、第3リス
テイトメントに関する判例の傾向として、対抗立
法や各国の個人情報保護法規違反が問題となった

事例において、外国国家利益よりも米国の利益を
重視する明らかな傾向が米国判例にはあるとの指
摘25）や、実際に対抗立法（個人情報保護法規に
限られない）が問題となった事案42件の内、ディ
スカバリ命令が認められなかったのはわずか5件
にとどまるとの指摘もみられる26）。ただ、個人情
報保護法規はディスカバリへの対抗のみを目的に
制定されたいわゆる対抗立法ではなく、その根幹
をなす人権の尊重という点に配慮が必要との指摘
があり27）、今後の判例の動向に注目したい。

第2段階として、仮に個人情報保護法規違反の
可能性にもかかわらず、米国裁判所によりディス
カバリ命令が下された場合、その不服従について
制裁が減免されるかとの点については、第4リス
テイトメントの2要件が満たされているかの判断
が求められよう。まず制裁の重大性に関して、
GDPR違反の制裁（2千万ユーロか全世界売上高
の4％のいずれか高い金額の罰金：83条）や、個
人情報保護法違反の制裁（6月以下の懲役または
30万円以下の罰金：84条）が十分に厳しいと言え
るのかについては必ずしも明らかではない。ただ、
第4リステイトメントの報告者注によれば、制裁
の重大性判断に際し、刑事罰等が科せられること
を必ずしも必要とはせず、営業免許の取消しでも
重大な制裁と判断される場合があり得ると指摘す
る28）。第2の要件であり、ケース・バイ・ケース
の判断が求められる当事者の誠実努力義務とあわ
せ、今後の米国判例の動きに注目する必要がある。

21）前掲注20）ガイドライン3頁。
22）板倉陽一郎「個人データが含まれる証拠の裁判所への提供についての考察」Information Network Law Review 
19号（2020）187頁。
23）この点にかかる議論については、板倉前掲注22）論文を参照。
24）Curran, supra note 7, p.863.
25）Cutler, supra note 7, p.1529.
26）M.J. Hoda, “The Aérospatiale Dilemma: Why U.S. Courts Ignore Blocking Statutes and What Foreign States 
Can Do About It”, 106 Calif. L. Rev. 231 (2018), p. 234.
27）Cutler, supra note 7, pp.1536 et seq.
28）Restatement(Fourth) of Foreign Relations Law §442, Reporter’s Note3.
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Ⅳ．�おわりに

以上みたように、世界的な潮流となっている個
人情報保護強化の動きは、他方で、米国ディスカ
バリ命令との衝突を招きやすいビジネス環境を生
み出している。このような状況を踏まえて、米国
においても諸外国の個人情報保護法制をできる限
り尊重したディスカバリ手続原則案が公表される29）

など、対応を模索しようとする姿勢もみられると

ころである。第4リステイトメント公表により、
域外的ディスカバリと外国国家強制との関係が整
理されたことやこれら要件の明確化が、今後の実
務にどのように影響を及ぼすのか、米国判例や実
務の今後の動きに注目したい。

※ 本稿はJSPS 課題番号20H01424により助成を
受けた研究成果の一部である。

29）The Sedona Conference International Principles on Discovery, Disclosure & Data Protection in Civil Litigation 
(Transitional Edition)(2017) available at https://thesedonaconference.org/download-publication?fid=573
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Ⅰ．はじめに

本稿は、中華人民共和国（以下「中国」という。）
の「民法典」の全面的な施行が2021年1月1日に始
まったことにより、中国法が準拠法となる場合の
民商事契約紛争に際して留意しておいた方が良い
若干の点について、主として2020年12月末の司法
解釈1）の公布を契機として考察するものである。

2020年12月末に公布された司法解釈は多数存
在する。本稿では、そのうち日本企業の見地から
特に重要なものを明らかにしておきたい（本稿で
は、法釈〔2020〕15号の全体と、同16号及び17
号の一部に触れる。）。また、近時、日本の訴訟実
務においても、例えば中国から日本に輸出した商
品売買に関する紛争が発生した場合には、準拠法
が中華人民共和国法となることも少なくなく（我
が国の法の適用に関する通則法8条2項）、そのよ
うな裁判を行うに際して、わが国の裁判所は、「外
国法事実説」に従って、当事者が外国法の存在及
び内容を主張立証する必要があるところ、日本語
で解説する文献が少ない場合には苦労すると思わ
れるため、その一助とならないかとの思いもある。

Ⅱ．遡及適用の有無について

本稿で主として紹介したいのは、最高人民法院
「中華人民共和国民法典」の時的効力の適用に関
する若干の規定（法釈〔2020〕15号）という司
法解釈（以下「15号司法解釈」という。）である2）。

2021年1月1日の民法典施行後も、当面実務上
紛争となる案件は、2020年12月31日以前の事実
を前提とする紛争であることが多い。15号司法
解釈は、その場合に、民法典と、それ以前の法律
のいずれを適用させるべきかの解釈基準を明らか
にした実務上重要なものである。また、15号司
法解釈を契機として、民法典施行前後の法解釈の
主要変更点を学ぶことができるという点において
も、意義深い。

まず、15号司法解釈の１条は、次のように民
法典の不遡及を原則として定めており、この原則
には違和感がない。

第一条　民法典施行後の法的事実に起因する
民事紛争案件は、民法典の規定を適用する。
民法典施行前の法的事実に起因する民事紛争
案件は、当時の法律、司法解釈の規定を適用
する。但し、法律、司法解釈に別段の規定が
ある場合は、この限りではない。

中国商事紛争解決の理論と実務（17）
民商事契約紛争における民法典全面施行の影響に関する若干の考察について

藤本一郎 Ichiro Fujimoto

弁護士法人創知法律事務所　代表弁護士、同志社大学法科大学院客員教授

1）司法解釈とは、最高人民法院又は最高人民検察院が発布する一般的抽象的法規範である（立法法104条1項）。
2）中国語の正式名称：最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》时间效力的若干规定（法释〔2020〕15号）
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民法典施行前の法的事実が民法典施行後も継
続した後の、その法的事実に起因する民事紛
争案件は、民法典の規定を適用する。但し、
法律、司法解釈に別段の規定がある場合は、
この限りではない。

問題は、遡及の例外があり得るとされるため、
その射程である。その一般論については、以下の
2条から4条及び20条に規定があるが、2条や3条
の曖昧さに日本の実務家は少し不安を覚えるかも
しれない。

第二条　民法典施行前の法的事実に起因する
民事紛争案件は、当時の法律、司法解釈に規
定がある場合には、当時の法律、司法解釈の
規定を適用する。但し、民法典の規定を適用
することが民事主体の合法的な権利を更に有
利に保護し、社会経済秩序を更に有利に維持
し、又は、社会主義の中核的価値を更に促進
する場合は、この限りではない。
第三条　民法典施行前の法的事実に起因する
民事紛争案件であるが、当時の法律、司法解釈
に規定がなく、民法典に規定がある場合には、
民法典の規定を適用することができる。但し、

（そのようにすることが）当事者の合法的な権
利を明らかに損ない、当事者の法定の義務を増
加させ、又は当事者の合理的な期待に反するこ
とになる場合は、この限りではない。
第四条　民法典施行前の法的事実に起因する
民事紛争案件であるが、当時の法律、司法解
釈に原則的な規定があるのみで民法典に具体
的な規定がある場合には、当時の法律、司法
解釈の規定を適用する。但し、民法典の具体
的な規定に依拠して裁判の理由付けを行って
良いものとする。
第二十条　民法典施行前に成立した契約は、
法律の規定又は当事者の合意に基づきその契
約の履行が民法典の施行後も継続する場合に、

民法典施行前の履行により契約に紛争が発生
した場合には、当時の法律、司法解釈の規定
を適用する。民法典施行後の履行により契約
に紛争が発生した場合には、民法典第三編第
四章及び第五章の関連規定を適用する。

もっとも、遡及適用の具体例については、第6
条から19条、第21条から27条が置かれており、
その範囲では比較的明確であり、15号司法解釈
第1条の不遡及原則があるにも関わらず、個別論
的においてかなり大胆に遡及適用を認めるものも
多い。以下概説する。

第6条は、施行前の英雄・殉教者等の氏名、肖
像等の権利について民法典185条を遡及適用する
ものである。

第7条は、施行前に抵当権又は質権の設定され
た不動産についての履行期前の優先弁済合意（い
わゆる流質契約）について、民法典401条及び
428条を遡及適用するものである（旧法下では流
質契約は禁止されていた。旧物権法186条及び
211条）。

第8条は、一般論として、民法典施行前に成立
した契約が当時の法律、司法解釈によれば無効で
あったものの、民法典の規定によれば有効となる
場合には、民法典の関連規定を遡及適用するとす
るものである。

第9条は、施行前の定型約款について、注意喚
起又は説明義務が履行されていない場合、民法典
496条を遡及適用するものである。旧契約法39条
及び40条並びに契約法司法解釈（2）3）6条、9条
及び10条も、定型約款について規定を置いてい
たが、解釈が分かりづらかった。民法典496条第
2文は、旧契約法39条にはなかった「約款条項を
提供した当事者が注意を促すことも説明義務も履
行せず、これにより相手方が重要な利害関係を有
する条項を注意せず又は理解しなかった場合、相
手方は、かかる条項が合意の内容を構成しない旨
主張することができる。」旨を明記し、「重要な利

3）中国語の正式名称：最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）（法释〔2009〕5号）
※2020年12月29日公布の法释〔2020〕16号により廃止
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害関係を有する条項」に限って、契約の内容外と
なり得る、つまり、注意喚起や説明義務の不履行
の効果が、いかなる不利益な条項についても契約
の内容外とすることを回避した。この496条第2
文が遡及適用されることに意義がある（細かな条
項であれば、説明義務違反があっても、契約の内
容となり得る。）。なお、民法典における変更点と
いう意味では、民法典497条の旧契約法40条等と
の変更点も重要である（新法では、合理的な責任
の減免であれば定型約款を無効としない。但し
15号司法解釈は、民法典497条の遡及適用を明記
しないため、前述した15号司法解釈8条によって
遡及解釈が認められるのかが問題となり得る。）。

第10条は、施行前に相手方に解除の意思表示
（通知）を行うことなく訴訟提起した場合の契約
解除の成否の解釈について、民法典565条2項を
遡及適用するものである（つまり、訴状又は仲裁
申立書の相手方への送達時に解除の効果が認めら
れることになる。）。

第11条は、施行前に成立した契約に基づく非
金銭債務の履行請求を行ったものの民法典580条
1項但書各号の1つに該当し契約の目的を実現で
きない場合に、民法典580条2項を遡及適用し、
契約関係を終了させることを認めるものである。

第12条は、民法典で新設された「ファクタリ
ング契約」（第3編、第2分編、第16章）について、
民法典の遡及適用を認めるものである。

第13条１項は、施行前に相続人が民法典1125
条1項4号又は5号の行為を行った場合に、その相
続人が相続権を失ったか否かの紛争が発生した場
合に、民法典1125条1項及び2項を遡及適用する
ものである。また、同2項は、民法典1125条3項
の遡及適用を認めるものである。民法典1125条1
項は、旧相続法7条を修正したものであり、民法
典1125条1項4号については、旧相続法7条4号に
規定があったが、民法典1125条1項5号及び2項、
3項は新設である。旧法では、形式的に相続権を
喪失させていたが、新法では、1125条2項にて、
事情によっては相続権を喪失させない判断をする
ことになっているため、その規定を遡及適用する
こととしたものと思われる。また、民法典1125

条3項は、相続のみならず、遺贈にもこれらの考
え方の適用を認めるもので、これは旧法には規定
がなかった。

第14条は、代襲相続の規定について、民法典
1128条の遡及適用を認めるものである。即ち、
旧相続法11条にも代襲相続の規定はあったが、
被相続人の兄弟姉妹の子には代襲相続がなかった
ので、その遡及適用を認めるものである。但し、
遺産が民法典施行前に処分完了している場合は、
この限りではない。

第15条は、民法典で新設の遺言方式である「印
刷遺言」（民法典1136条）について、その遡及適
用を認めるものである。但し、遺産が民法典施行
前に処分完了している場合は、この限りではない。

第16条は、民法典で新設の危険の引受に関す
る民法典1176条の遡及適用を認めるものである。

第17条は、不法行為被害者の合理的措置とし
て新設された民法典1177条の遡及適用を認める
ものである。

第18条は、自動車の好意同乗によって被害を
受けた者に対する加害者の損害賠償義務の軽減に
ついて新設された民法典1217条の遡及適用を認
めるものである。

第19条は、加害者である可能性のある者が複
数いる場合の不法行為責任に関する民法典1254
条の遡及適用を認めるものである。この点につい
ては、全くの新設の条文ではなく、旧不法行為法
87条にも規定があったのではあるが、それを充
実させた新法を遡及させようとするもののようで
ある。

第21条は、旧契約法236条には存在しなかった
民法典734条2項（優先的賃借権）の遡及適用を
整理する規定である。即ち、民法典施行前に賃貸
借契約が終了していた場合には、734条2項所定
の優先的賃借権を賃借人に認めないが、施行後に
賃貸借契約が終了する場合には、734条2項所定
の優先的賃借権を賃借人に認める規定である。

第22条は、施行前に離婚が認められなかった場
合であっても、民法典1079条5項に基づき、民法
典で新設された、離婚を認めない判決から1年間
別居して更に離婚訴訟が提起された場合には離婚
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が認められるとする制度の適用を認めるものであ
る。即ち、1079条5項の「1年」の起算点が民法典
施行前であっても構わないとするものである。

第23条は、複数の遺言間の優先順位が旧相続
法と民法典で異なるという問題を解決するための
規定である。旧相続法では、公正証書遺言につい
ては、自筆遺言等他の遺言では取消しや変更がで
きないとされていた（旧相続法20条3項）。しかし、
民法典では、いずれの種類の遺言であっても、新
しい遺言が古い遺言を撤回することができること
が定められた（民法典1142条3項）。15号司法解
釈は、例え公正証書が施行前に作成されていたと
しても、旧法における特別の扱いをやめ、いかな
る種類の遺言であっても、旧法下の公正証書遺言
の撤回・変更を認めたものである。

第24条は、不法行為が民法典の施行前である
が、その損害の結果が民法典の施行後に発生した
場合には、民法典を適用するとする。

第25条は、契約の解除権の行使期限に関する
規定である。旧契約法95条は、解除権の行使期
限について法律・契約の定めがある場合は、その
定めの期間経過により消滅し、定めがない場合に
は、催告後合理的期間内の不行使で消滅すると定
めるため、解除権の行使期限に関する法律・契約
の定めがない場合で、かつ、催告もない場合には、
別途時効が成立する場合を除いては、解除権が存
続することになっていた。しかし、民法典564条
２項は、解除権の行使期限の定めがない場合には、
解除事由を知った日又は知り得た日から１年間の
不行使、又は、催告後合理的期間内の不行使で消
滅すると定めた。15号司法解釈は、施行前の契
約について、施行前に解除事由が発生した場合で
あっても、(i)施行日前にその解除事由を知り又は
知り得た場合には、施行日から１年の不行使で解
除権が消滅し、(ii)施行日後に知り又は知り得た
場合には、その日を基準日として民法典564条2
項を適用して解除権が消滅する旨を定めたもので
ある。

第26条は、脅迫による婚姻の取消請求権の行
使期限に関するものである。旧婚姻法11条は、
原則として、「婚姻登記の日」から1年以内の不行
使により取消請求権が消滅する旨を規定していた
が、民法典1052条2項は、「脅迫行為が止んだ日」
から1年以内とした。15号司法解釈は、脅迫によ
る婚姻が施行前であっても、民法典1052条2項を
遡及適用することを認めたものである。

第27条は、保証契約の期間に関するものであ
る。保証契約の保証期間について『合意がない場
合』、その保証期間は、旧担保法25条1項及び26
条1項により、主債務の履行期から6か月である
旨規定されていた。しかし、旧担保法司法解釈4）

32条2項では、保証人の義務として主債務の元利
金を完済するまでが保証人の負担であると判断さ
れる場合（通常はそうであろう）には、『合意が
不明確』とみなし、保証期間は、主債務の履行期
間満了から2年と解釈されるべき旨が規定されて
いた。ところで、民法典692条では、この旧担保
法司法解釈を変更し、原則論として、旧担保法
25条1項及び26条1項と同じく、保証期間の合意
がない場合は、保証期間を主債務の履行期から 
6か月とした上で（692条2項）、更に新たに、そ
もそも主債務の履行期が不明確である場合には、
債権者が債務者に対し債務の履行を請求する猶予
期間満了の日からこの6か月を起算する旨を規定
した（692条3項）。つまり、旧担保法司法解釈32
条2項の「2年」の例外を廃止したものと解され
ている5）。15号司法解釈27条では、故に、主債務
の履行期が施行日前で『合意が不明確』であると
主張する場合には、旧担保法司法解釈32条2項に
従って保証期間が主債務の履行期から2年という
主張を認め、民法典の遡及適用を認めないことを
明確化したものである。

このように、個別の内容を検討すると、遡及適
用の射程と結論につき、それほど違和感がある訳
ではない。もっとも、上述した個別具体的な例以
外でも、15号司法解釈の原則論（1条から4条及

4）中国語の正式名称：最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释（法释〔2000〕44号）
※2020年12月29日公布の法释〔2020〕16号により廃止
5）王利明「我国<民法典>保证合同新规则释评及适用要旨」政治と法律2020年第12期
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び20条）に照らすと、更に6条から19条及び21条
から27条までの例以外にも遡及適用となる場合
がある可能性も否定できない。そうすると、ある
具体的事例について、15号司法解釈で具体的な
遡及適用の解釈が示されていない場合には、遡及
適用があり得るのか、議論となり得よう。

Ⅲ．法定利率について

わが国の債権法改正においては、法定利率が民
事5％商事6％から変動制（現在は3％）に変更さ
れたことが実務上大きな影響を与えた。中国はど
うであろうか。

この遅延損害金の利率については、法律上明確な
定めはない。民法典にも規定はない。この点、最高
人民法院「売買契約紛争案件の審理における法律適
用問題に関する解釈」（法釈〔2012〕8号）6）（以下「売
買司法解釈」という。）24条4項によると、売買契約
では、遅延損害金又はその計算方法に関する約定が
ない場合、中国人民銀行の同期同類の人民幣貸出基
準利率を基礎とし、遅延損害金利率を参照して遅延
損害金を計算する旨規定されていた。

しかしこの点は、近時改正された。
まず、最高人民法院の「全国法院民商事審理裁

判の会議紀要」の頒布に関する最高人民法院の通
知（法〔2019〕254号）7）の50条によると、2019
年8月20日以後、中国人民銀行は、全国銀行間同
業資金調達センター（National Interbank Funding 
Center）に、毎月20日（祝日の場合は順延）の9
時30分に貸金市場気配率（LPR、1年期と5年期
の2種類がある）を公表することを授権し、中国
人民銀行の貸出基準利率という標準を廃止した旨
が記載されている。したがって、現在においては、
中国人民銀行の貸出基準利率に代わって、LPR
が遅延損害金の計算基礎となった。

なお、遅延損害金利率については、部門規範性
文書である中国人民銀行の「人民幣貸出利率の関
連問題に関する通知」（銀発〔2003〕251号）8）

第3条によると、「貸出利率に30～50％を加算す
る」と定められている。

そして、民法典の施行に伴い、上記売買司法解
釈は改正された（最高人民法院民事審判における

「中華人民共和国工会法」の適用に関する若干問
題の解釈等の27件の民事類司法解釈の修正に関す
る最高人民法院の決定（法釈〔2020〕17号））。改
正後の18条4項（旧24条4項）によると、かかる債
務不履行が2019年8月19日より前に発生した場合
には、中国人民銀行の同期同類の人民元貸出基準
利率を基礎として、遅延損害金利率の標準として
参照し計算することができ、かかる債務不履行が
2019年8月20日の後である場合には、債務不履行
発生時に中国人民銀行の授権する「全国銀行間同
業資金調達センター」の公布する1年期の貸金市
場気配率（LPR）を基礎として、これに30～50％
を加算して計算したものを遅延損害金とすること
ができる旨が規定された。なお、30～50％の間の
どの率とするかは、裁判所の裁量による。

従って、この遅延損害金の新しい計算方法その
ものは民法典の施行そのものとは無関係ではある
が、民法典の施行の前後に伴う各種ルールの改正
に伴って変更されているため、注意を要する。例
えば、債務不履行が2020年9月1日に発生した場
合であれば、2020年8月20日に公表された1年期
のLPR3.85％を基準として遅延損害金を計算す
ることになる。この場合、これに30～50％を裁
判所の裁量で加算することになるため、遅延損害
金の利率は、5.005～5.775％となる。

なお、近時中国では、ここで紹介した「全国銀
行間同業資金調達センター」の公布する1年期の
貸金市場気配率（LPR）が、様々な法定の基準
に使われている。例えば、現在、民間（非金融機
関）における金銭貸借は認められるようになった
が、そこで合意した利息の合意は、この基準の4
倍を上回ってはならない（最高人民法院「民間金
銭消費貸借案件の審理し法律を適用する若干問題
の規定」（法釈〔2020〕17号改正後）の第25条）。

6）中国語の正式名称：最高人民法院关于审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释（法释〔2012〕8号）
7）中国語の正式名称：最高人民法院关于印发〈全国法院民商事审判工作会议纪要〉的通知（法〔2019〕254号）
8）中国語の正式名称：中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知（银发〔2003〕251号）
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Ⅳ．おわりに

以上、民法典の施行に前後して、実務上問題と

なるルールが変わっているところが多々ある（今
回は紹介しなかったが、担保制度についての法釈

〔2020〕28号9）など）ため、十分留意すべきである。

9）中国語の正式名称：最高人民法院关于适用《中华人民共和国民法典》有关担保制度的解释（法释〔2020〕28号）
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紛争解決条項のヒント

　JCAAでは、UNCITRAL仲裁規則に基づく仲裁手続管理サービスを提供しています1）。「UNCITRAL2）」
とは、国連国際商取引員会（United Nations Commission on International Trade Law）の略称です。
UNCITRALは、国際取引紛争の仲裁による解決のために、1976年に最初の仲裁規則を作成し、2010年に
それを改訂しています。
　仲裁機関がサービスを提供する仲裁を「機関仲裁」と呼ぶのに対して、仲裁機関が存在しない仲裁を「ア
ド・ホック仲裁」と呼びます。UNCITRAL仲裁規則は、JCAAのような仲裁機関の存在を前提とせず、
当事者間の合意によって手作りで行うアド・ホック仲裁のための規則です。国連の機関が作成した規則
であり、コモンロー系諸国の考え方と大陸法系諸国の考え方のいずれにも片寄らない中立的なイメージ
があります。そのため、仲裁機関が関与する場合であっても、UNCITRAL仲裁規則に基づく仲裁を行い
たいというニーズがあります。そこで、JCAAはこれに応え、UNCITRAL仲裁規則を補完するための規
則である「UNCITRAL仲裁管理規則」を制定し、UNCITRAL仲裁規則に従って機関仲裁を行う態勢を
整えています。
　機関仲裁ではアド・ホック仲裁とは異なり、仲裁機関が提出書面や費用の管理、審問のための会場の
手配、当事者が仲裁手続について合意できない場合の対応（例えば、仲裁人の選任など）を行います。
仲裁判断が取り消されたり、執行が拒絶されたりすると、せっかく費用と時間をかけて仲裁手続を行っ
ても、すべてが無駄になってしまいますので、そのようなことにならないように手続をしっかりと管理
することは仲裁機関の重要な業務です。
　A国企業とB国企業との契約交渉において、A国企業はB国の仲裁機関の独自の規則の基づく仲裁に同
意すると何らかの不利益があるのではないかとの疑心を抱き、これに同意することをためらうことがあ
ります。このような場合に、同じくB国の仲裁機関での仲裁ではあっても、中立的なイメージがある
UNCITRAL仲裁規則によるとすれば、A国企業としては受け入れやすくなります。とはいえ、上述のと
おり、UNCITRAL仲裁規則はもともとアド・ホック仲裁のための仲裁規則です。そこで仲裁機関の存在
を予定していませんので、機関仲裁の規則として利用する場合には、仲裁機関のサポートについて補足
的な定めをする必要があります。
　JCAAの「UNCITRAL仲裁管理規則」は、「UNCITRAL仲裁規則」を補足し、JCAAが手厚いサポート
をしつつ、国際的なスタンダードというべきUNCITRAL仲裁規則による仲裁手続を行うための規則です。
契約交渉において、相手企業が、JCAAの商事仲裁規則による仲裁に抵抗を示す場合は、「UNCITRAL仲
裁規則」＋「UNCITRAL仲裁管理規則」という組み合わせによるJCAA仲裁を定める上記の条項案を提
案するのも一案です。

JCAAのもとでUNCITRAL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 Tokyo, Japan.

1）https://www.jcaa.or.jp/arbitration/rules.html
2）https://uncitral.un.org/
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国際契約・貿易実務相談（JCAA会員限定）

経験豊富な専門家による国際契約・国際取引法律相談および貿易実務相談を実施しています。その際、
相談したい弁護士をご指名いただくことができます。ご指名がない場合は、JCAAが相談内容に応じ
て適宜ご紹介させていただきます。費用は無料です。詳しくは、JCAAのウェブサイト（www.jcaa.
or.jp）をご覧ください。

【ご予約＆お問合せ】
東京本部広報部（03）5280-5181　／　planning-consulting@jcaa.or.jp

物品の一時輸出入免税には 
通関手帳“ATAカルネ”が便利です！

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カルネをご利用いただければ輸入税等が免税となり、税関への申告もスムーズになります。 

使用できる用途 

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

商品見本 職業用具 展示会・国際会議

◇ ご自宅やオフィスから申請可能 
　（当協会営業時間外でも申請送信可） 
◇ 書類印刷や押印が不要 

Youtubeにて動画配信中 

オンライン申請のご利用には事前の登録手続きが必要です 
詳細はウェブサイトhttps//carnet.jcaa.or.jpをご覧ください 

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 
発給所要日数も48時間後*に短縮　　　　   　　 
                                                                             ＊申請完了の営業48時間後

“JCAA/日本商事仲裁協会” 
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