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はじめに

JCAA（日本商事仲裁協会）は、既存の商事仲
裁規則・インタラクティヴ仲裁規則の一部を改正
するとともに（改正内容は両規則において同じ）、

「仲裁人選任規則（Appointing Authority Rules）」
を新たに制定し、2021年7月1日に施行した。前
者の仲裁規則の改正は、JCAAを指定する仲裁条
項の採用の促進と、JCAA仲裁による紛争解決の
増加を目指し、海外の仲裁機関との競争をにらみ、
また、日本の裁判所との競争上も、よりユーザー・
フレンドリーな仲裁制度を構築するべく、迅速仲
裁手続（第2編の規定）及び管理料金（管理料金
については、UNCITRAL仲裁管理規則も併せて
改正）を対象として見直しを図った。また、仲裁
人選任規則は、JCAAが構築してきた仲裁人候補
者のデータベース等をより一層活用すべく、
JCAAの仲裁規則（UNCITRAL仲裁管理規則に
よって補足されるUNCITRAL仲裁規則を含む）
によらない仲裁事件であっても、当事者双方から
の求めがある場合には、JCAAが公正な仲裁人を
選任する業務を行うための規則である。

以下では、それぞれの主な特徴について述べる
（Ⅰ．及びⅡ．における引用条文は商事仲裁規則の

もの）。

Ⅰ．迅速仲裁手続の改正

（1）適用対象となる紛争金額の「3億円」への引
き上げ（第84条第1-2項）

JCAAの迅速仲裁手続は、1997年の規則改正（当
時の名称は「簡易手続」）により導入をされたも
のであるところ、導入当初は、迅速仲裁手続の適
用の対象となる請求金額は2000万円とされてい
た。それから22年を経た2019年の規則改正にお
いて、この金額を5000万円に増額した。

他方で、目を外国に向けると、ICC（国際商業
会議所）、SIAC（シンガポール国際仲裁センター）
を含む主要な仲裁機関は、迅速仲裁手続の適用対
象となる紛争金額を3-5億円規模1）としている。
このことは2019年の改正においても認識されて
いたものの、大幅な金額引き上げが混乱をもたら
すことを懸念し、2.5倍の引き上げにとどめた経
緯がある。その後、2019年改正が定着し、その
内容についての広報活動も一段落したことから、
JCAAとして、主要な仲裁機関の迅速仲裁手続の
規定を参照しつつ、今一度、迅速仲裁手続の拡大
の検討を行った。

JCAA仲裁規則の改正及び仲裁人選任規則の制定

道垣内正人 Masato Dogauchi 小川新志 Shinji Ogawa

JCAA仲裁調停担当執行理事 JCAA仲裁調停部課長

1）もっとも、この金額以下であれば自動的に迅速仲裁手続によるわけではない。すなわち、SIACやHKIAC（香港
国際仲裁センター）の規則によれば、迅速仲裁手続を適用するか否かについては、一方当事者からの申請に基づき、
仲裁機関が決定するとされており、例えば、SIACの2020年統計上、88件の申請に対して、迅速仲裁手続の適用が認
められたのは37件にとどまる。
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改正に向けた議論の過程では、紛争金額がいく
ら以下であれば迅速仲裁手続の対象とするのかが
最初の問題であった。仲裁規則改正・制定等検討
委員会における議論の結果まとめられた原案は、
迅速仲裁手続が適用される紛争金額（仲裁申立て
における請求金額、反対請求における請求金額及
び相殺に供される自働債権の金額の全てを含む）
を、それまでの6倍の3億円に設定するという案
であった。これについて、パブリック・コメント
を募集したところ、「妥当」という意見のほか、「高
い」・「低い」という意見がそれぞれ1つあった。
これらの意見を踏まえ、JCAAとしては、潜在的
なユーザーの反応と既述の競争上の必要を勘案
し、最終的には原案を維持するのが妥当であろう
と判断した。

（2）紛争金額に応じた２段階の仲裁判断期限（第
88条）

これまでのJCAAの経験上、3億円に近い紛争
金額の仲裁事件の中にはかなり複雑で時間を要す
ることが見込まれるものも少なからず含まれる。
他方、1997年の導入時以来、迅速手続における
仲裁判断までの期限を3カ月としていた紛争金額
5000万円以下（2019年改正までは2000万円以下）
の事件について、この期限を現時点で延ばす必要
は生じていない。2019年改正後、2020年末まで
に申立てのあった仲裁事件27件のうち、迅速仲
裁手続が適用された5件においては、1件を除き、
すべて規則どおり3カ月以内に仲裁判断が下され
ている（例外的な1件は、当事者双方の希望によ
り、最初に審理予定を立てる段階で期限の延長を
決定したものであるところ、それでも仲裁人選任
から約5カ月で仲裁判断が下されている）。

そこで、この度の改正においては、紛争金額が
5000万円以下の事件では原則として仲裁判断期
限は3カ月以内とするというルールを継承しつ
つ、紛争金額が5000万円を超え、3億円以下の事
件については、仲裁判断の期限を仲裁廷の成立か

ら6カ月とする新たなルールが追加的に導入され
ている2）。

このような2段階の仲裁判断期限を設けること
について、パブリック・コメントによれば、
JCAAに特徴的な規定として賛成の意見がある一
方、規定が複雑になることから懐疑的な意見の両
方があったところ、JCAAとしては、上記の従前
の実績を踏まえ、すべての迅速仲裁手続について
6カ月以内の仲裁判断を原則として定めること
は、従前3カ月以内に仲裁判断が得られていた紛
争金額が5000万円以下の事件について判断期限
が伸びてしまうのは妥当ではないと判断し、最終
的に原案維持との結論に至った。

（3）JCAAによる仲裁判断期限の延長（第89条）
前記（2）の仲裁判断期限の定めは仲裁廷の努

力義務である。そして、これまでは、仲裁廷の手
続指揮権に基づき（第40条第1項）、JCAAの判断
を経ることなく、仲裁判断期限を延長することが
できることとされていた。

この点、実際には、前記（2）のとおり、この
期限は、当事者の合意により期限が延長された1
件を除き、すべての事件において遵守をされてい
たものの、パブリック・コメントとして寄せられ
た意見によれば、ユーザーからみて手続期間をよ
り厳格に管理をすることを明確にすべく、仲裁判
断の期限を延長するためにはJCAAの決定を要す
るものとすべきであるという指摘があった。そこ
で、このコメントを踏まえ、仲裁判断期限の延長
をJCAAの決定によることとし、JCAAは、やむ
を得ない事情があると認める場合には、延長の決
定をすることができる旨修正した。なお、実務上
は、JCAAと仲裁廷とのコミュニケーションを密
にし、当事者の意見も踏まえつつ、最終的に
JCAAの決定がされるということになろう。

なお、迅速仲裁手続においては、仲裁廷は、当
事者の意見を聴いた上で、審問を行う必要がある
と認める場合を除き、書面審理により仲裁手続を

2）主要機関の仲裁判断の期限は次のとおり。ICC: Case Management Conferenceの開催日から6カ月以内。SIAC:仲
裁廷の成立日から6カ月以内。HKIAC:HKIACが仲裁人に事件書類を送付した日から6カ月以内。
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進めることとされている。もっとも、すべての当
事者が合意をした場合には、審問が開催されるが、
その場合であっても、仲裁廷は、ビデオ会議その
他の適切な方法を選択するものとし、審問の日数
は可能な限り短い日数としなければならないとさ
れており（第87条）、迅速に仲裁判断に至ること
ができるように配慮されている。

（4）迅速仲裁手続の不適用、迅速仲裁手続から
通常手続への移行（第84条第3項、第85条）

迅速仲裁手続の適用が確定した後に、事案の複
雑性等により、迅速仲裁手続の適用を維持するこ
とがもはや適当ではない状況が生ずることがあ
る。これに加え、パブリック・コメントにおける
外国の実務家の方の意見として、仲裁手続に関す
る当事者間の合意内容が迅速仲裁手続の規定と相
容れない場合、迅速仲裁手続の規定を当事者間の
合意内容に優先させる旨のルールを設けるべきで
ある旨の提案があった。確かに、そのような場合
があることは想定されるものの、他方で、当事者
自治の原則は仲裁の基本原則であり、当事者によ
る個別の合意内容を否定して規則を優先適用する
には慎重であるべきであると思われる。そこで、
仲裁廷成立から6カ月（紛争金額が5000万円以下
の場合には3カ月）以内に仲裁判断を下すことを
目的として特別に設けた迅速仲裁手続の各規律の
内容が、当事者の個別の合意内容と矛盾するよう
な場合には、そもそも迅速仲裁手続を適用しない
旨の決定をJCAAがすることができることとし、
当事者による個別合意に従って通常の手続規則に
よることとした。

以上をまとめると、紛争金額の点では迅速仲裁
手続によるべき場合ではあるものの、通常手続が
適用されることとなるのは次の場合である。第1
に、全当事者が迅速仲裁手続によらない旨の書面
による合意をJCAAに通知した場合（第84条第3
項第1号）、第2に、JCAAが、仲裁廷成立前に、
当事者間の仲裁手続に関する合意の中に第2編の
規定と相容れない条項が含まれていること、その
他第２編の規定を適用することが明らかに不適当
である事情が存在すると認める場合（第84条第3

項第2号）である。
これらの第2編の不適用の場合に加え、いった

ん第2編による手続が開始した後であっても、全
当事者が第２編の規定によらない旨の合意を
JCAAに通知した場合、並びにJCAAが、仲裁廷
及び当事者と協議の上で第2編の適用を中止する
ことを決定した場合には、途中からでも迅速仲裁
手続から離脱し、通常の手続に移行する（第85
条第1項）。当然のことながら、このような場合に
は、その時点までに既に行われた手続には影響を
与えない（同条第2項）。

なお、迅速仲裁手続の適用が確定した後に、申
立ての変更により紛争金額が3億円を超えること
となる場合であっても、JCAAが、迅速仲裁手続
の適用を中止する決定をしない限り、引き続き、
手続は迅速仲裁手続の規定に基づき行われる（第
84条第5項）。
（5）「申立ての変更の禁止」の廃止

改正前の迅速仲裁手続においては、審理の遅延
を防止する目的から、迅速仲裁手続の適用が確定
された時点以降は、申立て（反対請求の申立てを
含む）の変更はできないこととされていた。しか
し、「変更」に該当するか否かが微妙なケースも
あり、それが認められるか否かをめぐって争いが
生じるケースもあった。

そこで、今般の改正においては、通常手続と同
様に、申立ての変更の許否の判断は仲裁廷に委ね
ることとされ、禁止の条文が削除された。これに
より、仲裁廷の判断により、個々の事件における
申立ての変更が審理スケジュールに与える影響を
考慮しつつ、紛争の１回的な解決に向けて柔軟に
対応することが可能となることが期待される。

Ⅱ．管理料金規定の改正（第103条）

改正前の管理料金規定によると、請求金額が
2000万円未満の場合は、50万円（固定額）であっ
た。しかし、2000万円未満の紛争金額の紛争を
同一に扱うことを改めることとし、少額案件につ
いて仲裁を申し立てるにあたって、管理料金の点
で不合理なことにならないように、500万円以上
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とそれ未満とに分け、紛争金額が500万円未満で
ある場合には管理料金の額を請求金額の10%とす
ることした。

Ⅲ．仲裁人選任規則の制定

仲裁機関に手続管理を委託しないアドホック仲
裁を行う場合、仲裁人選任だけについては仲裁機
関に委ねる合意をすることがある。また、仲裁機
関Aの仲裁規則による仲裁を合意しつつ、仲裁人
選任については仲裁機関Bに託する合意をするこ
ともありえる。このような場合において、当事者
が仲裁人選任をJCAAに委ねることとした場合、
JCAAがこれを受けるか否か、受ける場合に提供
するサービス内容、料金等についてはルールを有
していなかった。これまで、このような合意をし
た場合に、JCAAが選任業務を引き受けることが
できるか否かについて複数件問い合わせを受けて
いたことから、この際、ICCその他の仲裁機関の
規 則 を 参 考 に し つ つ、JCAAが「Appointing 
Authority」を務める場合に適用される仲裁人選
任規則を新設した。

その主な特徴は、以下のとおりである。
（1）当事者の申請の内容に応じ、JCAAは、単独
仲裁人の選任、仲裁人の数が複数の場合における
1人又は複数の仲裁人の選任、仲裁廷の長の選任、
仲裁人の忌避、解任、辞任又は死亡により、仲裁
手続終了前に仲裁人が欠けた場合における補充仲
裁人の選任、以上の業務を提供する（第8条第1
項第１号から第4号）ほか、この規則に従い選任
した仲裁人について当事者から忌避の申立てが
あった場合には、この申立ての当否について決定

する（第8条第2項）。
（2）仲裁人の選任方法について、当事者間の合意
や適用される仲裁規則に特段の指定がない場合
は、複数の候補者を記載したリストを各当事者に
伝え、当事者がそれぞれの観点から候補者に優先
順位を付けた回答書を回収し、その合計点等を勘
案して（もっとも順位の合計だけで決めるわけで
はない。例えば、5人の候補者のうち、一方が５位、
他方が1位を付けた結果合計6点となった候補者
よりも、両者が3位を付けて6点となった候補者
の方が一般的によいであろう）、JCAAが仲裁人
を選任する（第9条第2項）。

（3）当事者がJCAAに支払う申請料金は、仲裁人
の選任については、1名の仲裁人につき10万円に
消費税を加えた額、仲裁人の忌避の当否の決定に
ついては、1名の仲裁人につき、30万円に消費税
を加えた額となる（第11条）。

なお、仲裁人選任規則は、商事仲裁規則やイン
タラクティヴ仲裁規則が適用される場合はもちろ
んのこと、JCAAがUNCITRAL仲裁管理規則に
基づき仲裁事件を管理する場合も適用されない。

おわりに

JCAAとしては、公正で質の高い判断を、可能
な限り早く、安く得ることのできる仲裁手続にす
るべく、潜在的な利用者及びJCAA仲裁の実際の
利用者の意見に耳を傾け、真に社会のニーズに
沿った仲裁サービスの提供に努力しているところ
であり、今般の規則改正及び規則新設がその方向
に向けた意義を有するものとなることを期待する
とともに、なお一層の努力をしていく所存である。
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資料1：商事仲裁規則第2編

2021年7月1日以降に申立てがある場合に適用
される商事仲裁規則第2編は次の通り。なお、イ
ンタラクティヴ仲裁規則第2編についても同様に
新条文が適用される。

第2編　迅速仲裁手続

第83条（第1編の規定との関係）
1　第2編は第1編の規定の特則として、迅速に仲
裁手続を進めるために必要な事項を定める。
2　第2編に規定がない事項については、第1編の
規定の定めるところによる。

第84条（迅速仲裁手続の適用）
1　第2編の規定は、以下の場合に適用する。
（1） 紛争金額（申立ての請求金額、反対請求申

立ての請求金額及び相殺の抗弁に供する
自働債権の金額の合計額。利息及び費用の
請求金額は算入しない。以下同じ。）が3
億円（外国通貨から換算する場合には、申
立ての日の直前の営業日におけるTTM

（Telegraphic Transfer Middle Rate）を含
む妥当な変換レートにより日本円に換算
した額による。以下同じ。）以下の場合

（2） 当事者が迅速仲裁手続によるべき旨の書面
による合意をJCAAに通知した場合

2　第2編の規定の適用に関しては、請求の経済
的価値の算定ができない場合又は極めて困難であ
るとJCAAが判断するときは、前項（1）の紛争
金額は、3億円を超えるものとみなす
3　第2編の規定は、以下の場合には適用しない。
（1） 当事者が迅速仲裁手続によらない旨の書面

による合意をJCAAに通知した場合
（2） JCAAが、仲裁廷成立前に、当事者間の仲

裁手続に関する合意の中に第2編の規定と
相容れない条項が含まれていること、その
他第２編の規定を適用することが明らか
に不適当である事情が存在すると認める
場合

4　JCAAは、第19条に定める反対請求の申立て
若しくは第20条に定める相殺の抗弁が提出され
た後、又は、その提出期限を経過した後、遅滞な
く、当事者及び仲裁人に、第2編の規定によるこ
とが確定した旨を通知する。
5　前項に定める通知を行った後に、申立ての変
更により紛争金額が3億円を超えることとなる場
合であっても、引き続き第2編の規定による。 

第85条（迅速仲裁手続の適用の中止）
1　前条第4項に定める通知を行った後であって
も、以下の場合には、第2編の規定の適用を中止
する。
（1） 当事者が第2編の規定によらない旨の合意

をJCAAに通知した場合
（2） JCAAが、仲裁廷及び当事者と協議の上、

第2編の規定の適用を中止することを決定
した場合

2　前項の規定により第2編の規定の適用が中止
となった場合であっても、その時点までに既に行
われた手続には影響を与えない。

第86条（仲裁人の選任）
1　仲裁人は1人とする。
2　前項の規定に関わらず、仲裁人の数を3人と
する旨の当事者の合意がある場合は、仲裁人の数
は3人とする。ただし、JCAAは、紛争金額、事
案の複雑性その他の事情に鑑み、仲裁人の数を1
人とする合意をすることを当事者に勧めることが
できる。
3　JCAAは、第84条第4項に定める通知がなされ
た後に、仲裁人を選任又は確認する。

第87条（書面審理の原則）
1　仲裁廷は、当事者の意見を聴いた上で、審問
を行う必要があると認める場合を除き、書面審理
により仲裁手続を進める。全ての当事者が合意を
した場合には、審問を開催する。
2　審問を行う場合は、仲裁廷は、ビデオ会議そ
の他の適切な方法を選択するものとし、審問の日
数は可能な限り短い日数としなければならない。
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第88条（仲裁判断の期限）
1　仲裁廷は、その成立の日から6か月以内に仲
裁判断をするよう努めなければならない。
2　前項の規定にかかわらず、紛争金額が5000万円
以下の場合は、仲裁廷は、その成立の日から3か月
以内に仲裁判断をするよう努めなければならない。
3　仲裁廷は、前二項の目標を達成するため、ビデ
オ会議、書面の交換その他の仲裁廷が定める方法
により当事者と協議を行い、審理予定表を書面に
より作成し、原則としてその成立から2週間以内に、
当事者及びJCAAに送付しなければならない。

第89条（仲裁判断の期限の延長）
JCAAは、やむを得ない事情があると認める場

合には、前条第1項及び第2項の仲裁判断の期限
を延長することが出来る。

第90条（手続参加及び複数の仲裁手続の併合の
禁止）

第56条及び第57条の規定は、第2編の規定によ
る手続には適用しない。

資料2：商事仲裁規則第103条第1項の表

2021年7月1日以降に申立てがある場合に適用
される商事仲裁規則第103条第1項の表は次の通
り。なお、インタラクティヴ仲裁規則第103条に
ついても同様の新条文が適用される（下線を付し
た部分が改正により追加）。

請求金額又は請求の経
済的価値

管理料金の額

500万円未満の場合
請求金額又は請求の経
済的価値の10%に相当
する額

500万円以上
2000万円未満の場合

50万円 

2000万円以上、
1億円未満の場合

50万円に2000万円を超
える額の1％に相当す
る額を加えた額

1億円以上、
10億円未満の場合

130万円に1億円を超え
る額の0.3％に相当する
額を加えた額

10億円以上、
50億円未満の場合

400万円に10億円を超
える額の0.25％に相当
する額を加えた額

50億円以上、
100億円未満の場合

1400万円に50億円を超
える額の0.1％に相当す
る額を加えた額

100億円以上

1900万円に100億円を
超える額の0.05%に相
当する額を加えた額。
ただし、2500万円を上
限とする。

資料3：仲裁人選任規則

第1条（この規則の適用）
この規則は、当事者が、JCAAに対して仲裁人

の選任を委託する旨の合意をした場合又はこの規
則による旨の合意をした場合に、公正かつ独立で
ある者を仲裁人として選任する手続その他の必要
な事項を定める。ただし、この規則は、JCAAの
UNCITRAL仲裁管理規則によって補完される
UNCITRAL仲裁規則、商事仲裁規則又はインタ
ラクティヴ仲裁規則に基づく仲裁手続には適用さ
れない。

第2条（定義）
1　この規則において「JCAA」とは、一般社団
法人日本商事仲裁協会をいう。
2　この規則において、「当事者」とは、申請人、
相手方又はその双方をいう。「申請人」とは、こ
の規則に基づく業務の提供を要請する当事者をい
い、「相手方」とは、当該要請に応答する当事者
をいう。
3　この規則において、「書面」とは、電磁的記録
を含む。電磁的記録とは、電子的方式、磁気的方
式その他の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機によ
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る情報処理の用に供されるものをいう。

第3条（言語）
JCAAと当事者又は仲裁人候補者との通信は、

日本語又は英語によって行う。

第4条（通知）
1　この規則により行う通知及び提出（以下「通
知等」と総称する。）は、クーリエ便、書留郵便、
電子メール、ファクシミリその他の合理的な方法
によって行う。
2　通知等の宛先は、通知等の受取人の住所、居
所、営業所、事務所（通知の相手方が法人その他
の団体である場合には、その代表者の住所又は居
所を含む。）、当該受取人が通常使用する電子メー
ルアドレス（ただし、当該受取人が指定したもの
があるときは、その電子メールアドレスとする。）、
もしくはファクシミリ番号又は当該受取人が指定
した宛先（以下「通知宛先」と総称する。）とする。
3　通知等は、通知等の受取人がこれを受領する
ことによって効力を生ずる。
4　通知等の受取人がその受領を拒絶したとき
は、その発送の日から3日を経過した日（受領を
拒絶した日が判明している場合には、その日）に
受領されたものとみなす。
5　当事者が相当の調査をしたにもかかわらず受
取人の通知宛先を知ることができないときは、通
知等の受取人の最後に知れたる通知宛先に対して
発送することにより通知等をすることができる。
この場合において当該通知等は、発送の日から3
日を経過した日に受領されたものとみなす。
6　前項の規定により通知等が受取人に受領され
たものとみなされた場合には、同人に対して行う
それ以降の通知等は、同項に定める方法によって
行うことができる。
7　当事者は、通知宛先に変更が生じた場合には、
遅滞なく、JCAA及び他の当事者に通知しなけれ
ばならない。

第5条（手続の期間）
1　この規則における期間の計算においては、初

日を算入しない。
2　この規則における期間の計算においては、非
営業日及び祝日を算入する。ただし、当該期間の
末日が通知等の相手方が所在する地における非営
業日又は祝日であるときには、期間は、その翌営
業日に満了する。

第6条（申請）
1　申請人は、この規則に基づいてJCAAに仲裁
人選任の申請をする場合は、次に掲げる事項を記
載した書面（以下「申請書」という）をJCAAに
提出しなければならない。
（1） この規則に基づく仲裁人の選任をJCAAに

申請すること
（2） 仲裁人の選任権限をJCAAに与える旨の当

事者の合意
（3） 当事者の氏名（当事者が法人その他の団体

である場合には、その名称及び代表者の氏
名）、住所及び判明しているその他の連絡先

（4） 代理人を定める場合、その氏名、住所及び
その他の連絡先

（5） 既に一部の仲裁人が選任されている場合は当
該仲裁人の氏名、住所及びその他の連絡先

（6） 次の各号に掲げる事項を含む仲裁人の選任
に関わる事項について、当事者間の合意又
は申請人の意見があれば、その内容

　（a）仲裁人の数
　（b）仲裁人の選任方法
　（c）仲裁地
　（d）仲裁手続に用いる言語

（7） 仲裁申立書及び答弁書（提出されている場合）
（8） 推定される紛争金額

2　申請人は、申請書とともに、前項（2）に定
める合意及び（6）に定める合意がある場合は当
該合意を含む書面の写しをJCAAに提出しなけれ
ばならない。
3　申請人は、申請の際に、第11条に定める申請
費 用 を 納 付 し な け れ ば な ら な い。JCAAは、
JCAAが指定した期限内に申請人が申請料金を納
付しないときは、申請がなかったものとみなす。
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第7条（申請の通知）
1　JCAAは、前条の規定に適合した申請がされ
たことを確認した後、遅滞なく、相手方に対し、
申請があったことを通知する。
2　相手方は、前項に定める通知を受領した日か
ら2週間以内に、申請書に対する意見（JCAAが仲
裁人を選任すべきではないと考える場合はその理
由を含む。）をJCAAに提出しなければならない。
3　JCAAは、前項の規定に従って相手方が提出
した意見によれば、JCAAが仲裁人を選任すべき
でないと認める場合には、JCAAは仲裁人の選任
をしない。
4　相手方が第2項に定める期限内に意見をJCAA
に提出しなかった場合には、JCAAは、申請者の申
請に基づいて仲裁人の選任を進めることができる。
5　JCAAは、やむを得ない事情があると認める
場合には、その合理的な裁量に基づき、仲裁人の
選任をしないことができる。

第8条（業務の範囲）
1　JCAAは、申請書の内容に応じて以下の業務
を提供する。
（1） 単独仲裁人の選任
（2） 仲裁人の数が複数の場合における1人又は

複数の仲裁人の選任
（3） 仲裁廷の長の選任
（4） 仲裁人の忌避、解任、辞任又は死亡により、

仲裁手続終了前に仲裁人が欠けた場合に
おける補充仲裁人の選任

2　JCAAは、この規則に従い選任した仲裁人に
ついて当事者から忌避の申立てがあった場合に
は、この申立ての当否について決定する。

第9条（選任方法）
1　JCAAは、当事者の合意及び適用される仲裁
規則に従い、仲裁人を選任する。
2　仲裁人の選任方法について、前項に定める合

意がなく、かつ、適用される仲裁規則がない場合
には、JCAAは、当事者の意見を考慮しつつ、原
則として、以下に定める手順に従い仲裁人を選任
する。
（1） JCAAは、複数の仲裁人候補者を掲載した

リストを当事者に送付する。各当事者は、
当該リストを受領した日から1週間以内
に、希望する順に数字を付して、JCAAに
リストを返送する。

（2） JCAAは、両当事者から（1）に定めるリ
ストを受領した後又は（1）に定める期限
内にいずれかの当事者から当該リストを
受領しない場合には当該期限が経過した
後、速やかに、各当事者から示された順位
その他の事情を考慮して仲裁人を選任し、
速やかに当事者にこれを通知する。

3　JCAAが、仲裁人を選任する際には、仲裁人
候補者の経歴、国籍、居住地、使用可能な言語、
専門分野、仲裁人としての経験、仲裁手続を行う
ために十分な時間を確保することができるか否
か、その他の事情を考慮する。

第10条（免責）
JCAA及びJCAAの役職員は、故意又は重過失

による場合を除き、この規則に基づいて行われる
手続に関する作為又は不作為について責任を負わ
ない。

第11条（申請料金）
申請料金は、第8条に定める業務の内容に応じ

て、以下のとおりとする。
（1） 仲裁人の選任については、1名の仲裁人に

つき、10万円に消費税を加えた額とする。
（2） 仲裁人の忌避の当否の決定については、1

名の仲裁人につき、30万円に消費税を加
えた額とする。
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Ⅰ．はじめに

中国が改革開放政策を実施して以来、中国企業
等が参加する国際経済貿易活動の増加に伴い、中
国に関係する国際商事紛争の当事者の多くが紛争
を国際的に著名な仲裁機関に提起して、仲裁によ
る解決を希望するようになってきている。もっと
も、利便性等を考慮して、そうした外国の仲裁機
関が中国内地を仲裁地として仲裁を行うことも希
望している。多くの外国仲裁機関も中国大陸を仲
裁地1）として事件を受理し、審理できることを希
望している2）。但し、外国仲裁機関が中国内地を
仲裁地として仲裁を実施できるかという問題は、
中国の「仲裁法」3）が正式に施行されて以来、法
律面及び実務面において議論が存在している。こ
の議論は、主に仲裁合意の効力、仲裁手続の法律
適用、仲裁判断の国籍、仲裁判断の取消及び執行、
当該仲裁判断の中国国内における承認及び執行等
の問題に集中している。

2013年以降、中国の最高人民法院は「龍利得事
件」「寧波北倉事件」「大成産業事件」等の一連の

事件において、当事者が外国仲裁機関を選択した
上で、中国の都市を仲裁地とする仲裁合意が有効
であると認めている。最近では、広州市中級人民
法院が「布蘭特伍徳事件」において、外国仲裁機
関が中国の都市を仲裁地として実施した仲裁で
行った仲裁判断を、中国の渉外仲裁判断として扱
うことができると認定した。

また、近年、外国仲裁機関が中国の特定地区に
おいて業務機関を設立し、中国国内で仲裁業務を
実施することが許されてきている。

司法及び政策面での不断の前進に伴い、特に近
時の「布蘭特伍徳事件」により、外国仲裁機関が
中国内地を仲裁地として仲裁を実施すること（以
下「外国仲裁機関の在中国仲裁」という）に曙光
が見え始めている。もっとも、外国仲裁機関の在
中国仲裁には、中国の仲裁法の適用問題等の多く
の問題が依然として存在している。また、実務上
も、外国仲裁機関の在中国仲裁による仲裁判断に
ついて、中国において司法監督及び強制執行を受
けた実際の事例が不足している。

本稿では、中国の近時の司法実務及び政策の変

外国仲裁機関が中国の都市を仲裁地として行う仲裁の現状
と問題点

方新 Xin Fang

大成（上海）律師事務所 中国律師

1）仲裁地とは、仲裁の本拠となる地であり、一般に、仲裁事件の審理を行い、仲裁判断を行うことを予定する地を
いう。但し、仲裁地以外の場所で審理等をすることは許容されており、評議や審理のすべてを仲裁地とは別の場所で
行っても、違法ではないとされる（近藤昌昭＝近藤健＝内堀宏達＝前田洋＝片岡智美『仲裁法コンメンタール』（株
式会社商事法務　2003年初版）152－153頁。）
2）本稿における「中国内地での仲裁」は「中国大陸（香港、マカオ、台湾地区を含まない）の任意の場所を仲裁地
として実施する仲裁」の意味に限定される。
3）1995年9月1日施行。
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化を踏まえ、外国仲裁機関の在中国仲裁に関する
現状及び関連問題について、説明及び検討を試み
たい。

Ⅱ．�外国仲裁機関の在中国仲裁に対する
中国司法機関の態度の変遷

1. 外国仲裁機関の在中国仲裁の仲裁合意の効力
の問題について

中国が1986年12月に「外国仲裁判断の承認及
び執行に関する条約」（ニューヨーク条約）に加
入して以来、外国仲裁機関の在中国仲裁を約定す
る仲裁合意の効力等に対する司法機関の認定態度
は、学術界及び実務界における論争の的となって
いる。中国の仲裁法及び民事訴訟法は、仲裁判断
の国籍判定に関して、仲裁機関の所在地を基準と
しており、かつ、中国国内において仲裁を実施す
る仲裁機関を中国の仲裁法に依拠して設立した

「仲裁委員会」と定めていることから、2012年以
前の最高人民法院等の司法機関の判断において
は、長らくその効力を無効、否認する傾向にあっ
た4）。しかし、2013年3月に最高人民法院は「龍
利得事件」において、国際商業会議所（ICC）に
よる上海での仲裁を当事者が約定した仲裁合意を
有効と認定した5）。2013年12月には、最高人民法
院は「寧波北倉事件」において、「国際商業会議
所仲裁規則」に依拠して北京で仲裁を実施すると
約定した仲裁合意の効力を承認した6）。近時の代
表的な事例である「大成産業事件」においては、
外国仲裁機関の在中国仲裁に対する最高人民法院
の支持の態度が更に明確になっている。本件の双

方当事者は仲裁合意において「本契約は中華人民
共和国の法律管轄を受ける。本契約から生じ又は
これと関連する全ての紛争については、……双方
は当該紛争を最終的にシンガポール国際仲裁セン
ターに提起し、その仲裁規則により、上海で仲裁
することに同意する。仲裁判断は終局的であり、
双方に対して拘束力を有する。」と約定した。上
海市第一中級人民法院は、審理の上、「紛争を最
終的にシンガポール国際仲裁センターに提起し、
その仲裁規則により、上海で仲裁する」との仲裁
合意が有効であると裁定した。「中国の仲裁法は
外国仲裁機関の国内での仲裁を許していない」と
の主張に対しては、法院は次のとおり認定した。

（1）仲裁は当事者の自主的な紛争解決方法のひと
つであり、当事者の自主的な紛争解決であるとの
実質は、わが国の仲裁市場が開放されているか否
かの問題とは関係しない。（2）最高人民法院の

［2013］民四他字第13号复函7）はこれらの仲裁合
意の効力を確認しており、复函は司法解釈の形式
のひとつとして法的効力を有する。（3）外国仲裁
機関の中国国内での仲裁に対しては明確な禁止規
定がない。（4）具体的な事件に対して、司法は立
法が不明確であることを理由として裁判を拒絶す
ることができない8）。

2. 外国仲裁機関の在中国仲裁の仲裁判断の国籍
問題について

仲裁判断の国籍には、国内の判断、外国の判断、
非内国の判断等が含まれる。仲裁判断の国籍は、
国家が当該判断に付与する法的効力の根拠であ
り、国籍が異なれば適用される執行の根拠も異な

4）「海南省高級人民法院による諾和諾徳股份有限公司と海南際中医薬科技開発公司の代理協議紛争事件の審理の報告
に関する最高人民法院の复函」「ドイツ旭普林国際有限責任公司と無錫沃可通用工程橡胶有限公司が仲裁合意の効力
の確認を申請した事件の請示に関する最高人民法院の复函」「神華煤炭雲銷公司と馬瑞尼克船務公司の仲裁条項問題
の確認の訴えの請示に関する最高人民法院の复函」等。
5）「申請人安徽省龍利得包装印刷有限公司と被申請人BP Agnati S.R.Lとの仲裁合意の効力の確認申請事件の請示に
関する最高人民法院の复函」（[2013]民四他字第13号）。
6）「寧波市北倉利成潤滑油有限公司と法莫万馳公司との売買契約紛争事件の仲裁条項の効力問題の請示に関する最高
人民法院の复函」（［2013］民四他字第74号）。
7）前掲注3）を参照。
8）「大成産業気体株式会社等と普莱克斯（中国）投資有限公司が仲裁合意の効力の確認を申請した事件の一審民事裁
定書」（2020沪01民特83号）。
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ることになる9）。中国法の文脈においては、仲裁
判断の国籍の確定は、仲裁保全措置の実施、仲裁
判断の取消及び執行拒絶、並びに判断の中国国内
における承認及び執行等の点において、重要な意
義を有する。

仲裁判断の国籍の確定基準に関しては、仲裁機
関の所在地とする基準及び仲裁地とする基準が存
在する。国際的に公認された国際商事仲裁判断の
主要な確定基準は仲裁地基準である10）。もっとも、
中国の立法及び司法実務は長らく仲裁機関の所在
地を仲裁判断の国籍の審査、判断の基準としてお
り11）、当該基準が現在まで採用されてきた。2004
年に最高人民法院は「山西天利実業事件」におい
て、复函の形式により、仲裁機関の国籍をもって
仲裁判断の国籍を決定するとの原則を確立した。
当該事件において、最高人民法院は、ICCはフラ
ンスで設立された仲裁機関であることから、事件
の仲裁判断が香港でなされたとしても、フランス
の仲裁判断であると認定した12）。

一方で、2009年の「最高人民法院の香港仲裁
判断の内地での執行に関する問題についての通
知」において、仲裁地をもって仲裁判断の国籍を
確定することが明確にされ、当事者が国際商業会
議所等の外国仲裁機関が香港特別行政区において
なした仲裁判断を人民法院に申請した場合、香港
での仲裁とみなすことが規定された。その後、
DMT社が外国仲裁判断の承認及び執行を申請し
た事件において、最高人民法院は、国際商業会議
所がシンガポールでなした仲裁判断をシンガポー
ルの判断であると認定し、フランスの判断とは認

定しなかった。2016年に華夏人寿保険股份有限
公司がICC仲裁判断の執行を申請した事件におい
て、北京第四中級人民法院は仲裁地が香港である
ことを理由に、判断の国籍は香港であると認定し
た13）。このほか、「意艾徳事務所事件」において、
中国の仲裁機関が香港でなした仲裁判断につい
て、中国内地の法院は香港の仲裁判断であると認
定した14）。

仲裁判断の国籍の判断基準は、「仲裁機関の所
在地」から「仲裁地」へと徐々に向かっている状
況にあるが、最高人民法院は外国仲裁機関の在中
国仲裁によってなされた判断の国籍については明
確な認定をしていない。かつて、地方法院におい
て、外国仲裁機関の在中国仲裁によってなされた
判断を「非内国の判断」と認定し、「ニューヨー
ク条約」に従って承認及び執行がなされたことが
ある15）。しかし、当該地方法院のそうした運用の
理由は不十分である。「ニューヨーク条約」の一
般的な適用範囲には「非内国の判断」も含むとし
ても、中国は「ニューヨーク条約」への加入時に
留保をしており、条約はその他の締結国の領域内
でなされた判断にのみ適用すると宣言しているこ
とから、「非内国の判断」は中国において「ニュー
ヨーク条約」を適用して承認及び執行をすること
はできない16）。

2019年12月13日、最高人民法院は「人民法院
が中国（上海）自由貿易試験区臨港新片区の建設
のために提供する司法サービス及び保障について
の意見」を公表し、その第6条において外国仲裁
機関が適法に中国国内に設立した業務機関が実施

9）仲裁地は、準拠法の決定や裁判所による仲裁手続の援助、仲裁判断の取消・執行等の裁判手続の管轄の基準（裁
判籍）となる概念である。（山本和彦＝山田文『ＡＤＲ仲裁法（第一版）』〔日本評論社　2008年〕315頁）。
10）「ニューヨーク条約」第1条第1項は「この条約は、仲裁判断の承認及び執行が求められる国以外の国の領域内に
おいてされ、かつ、自然人であると法人であるとを問わず、当事者の間の紛争から生じた判断の承認及び執行につい
て適用する。」と規定する。
11）「民事訴訟法」第237条、第273条、第284条の関係規定は、仲裁機関によって区別をしていない。このほか、中
国の仲裁制度において、仲裁保全措置の採取、仲裁判断の取消と執行拒絶、仲裁判断の執行等の一連の規則の設計は、
仲裁機関の所在地により終始規律されている。
12）最高人民法院（2004）民四他字第6号复函を参照。
13）（2016）京04港認1号民事裁定書を参照。
14）高暁力「司法応依仲裁地而非仲裁機構所在地確定仲裁裁決籍属」（「人民司法（案例）」2017年第20期）。
15）DUFERCOS.A.がICC第14006/MS/JB/JEM号仲裁判断の承認及び執行を申請した事件（（2008）甬仲監字第4号）。
16）丁華磊「外国仲裁機構在中国仲裁的最新発展」（https://www.sohu.com/a/452215768_120942243）。
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した仲裁により行われた「仲裁判断に司法審査を
実施する」ことが規定された。これにより、外国
仲裁機関が中国国内の機関で実施した仲裁は、「中
国の渉外仲裁判断」であると扱われ、「外国仲裁
判断」又は「非内国の判断」とは扱われず、仲裁
地を仲裁判断の国籍を識別する実務的な認定基準
とすることを肯定した。

最近では、中国の司法機関は外国仲裁判断の在
中国仲裁における仲裁判断の国籍認定に関する大
きな前進があった。2020年8月6日、広州市中級
人民法院は、布蘭特伍徳工業有限公司が国際商業
会議所の行った「終局判断」（事件番号18929/
CYK）の承認及び執行を申請した事件（「布蘭特
伍徳事件」）において、「国際商業会議所は、布蘭
特伍徳公司の申請に基づき、独任の仲裁員Jane 
Willems女士が構成した仲裁廷により、仲裁地で
ある中国広州において仲裁判断を行った。当該事
実に基づき、本件仲裁判断は外国仲裁機関が中国
内地で行った仲裁判断であり、中国の渉外仲裁判
断と認定することができる。本件仲裁判断の被申
請人は仲裁判断を履行しなかった場合、布蘭特伍
徳公司は「中華人民共和国民事訴訟法」第273条
の規定を参照して、被申請人の住所地又は財産所
在地の中級人民法院に執行を申請することができ
る。」と認定した17）。本件は外国仲裁機関の在中
国仲裁の仲裁判断の執行問題に関する中国での最
初の司法審査の事例であり、外国仲裁機関の在中
国仲裁によりなされた判断の中国における執行可
能性及び根拠法令に関する最初の司法審査の事例
でもある。本件では、外国仲裁機関の在中国仲裁
は、「中国の渉外仲裁判断」と扱われ、「外国仲裁
判断」又は「非内国の判断」とは扱われないこと
がまず明確にされ、更に仲裁地を基準として仲裁
判断の国籍を識別するとの実務的認定が肯定され
た。また、本件では仲裁判断の執行の根拠につい

ても明確にされ、外国仲裁判断の在中国仲裁が直
面していた執行障害が大きく解決された。これは
中国の地方法院の個別案件であるものの、称賛に
値するといえる18）。

Ⅲ．�外国仲裁機関が中国国内で設立する
業務機関

外国仲裁機関の在中国仲裁の問題については、
前述の司法判断面での態度の変遷のほか、中国の
仲裁市場の対外開放の姿勢が国家政策及び司法文
書の主導の下で推進されている。外国仲裁機関は
中国の特定地区において業務機関を設立し、仲裁
活動を展開することが許されている。2015年4月、
中国の国務院は、その認可した「中国（上海）自
由貿易試験区の改革開放を更に深化させる案」に
おいて、「国際的に著名な商事紛争解決機関の駐
在を支持し、商事紛争仲裁の国際化の程度を高め
る」ことを明確にした。これは中国の外国仲裁機
関が中国国内市場に参入して業務展開をすること
について、政策面において更に開放を進める姿勢
にあることを表明するものである。2019年11月8
日、上海市司法局は「外国仲裁機関が中国（上海）
自由貿易試験区臨港新片区において業務機関を設
立することの管理弁法」を正式に交付した。当該
弁法に基づき、2020年1月1日から、規定の条件
に適合した、外国で適法に設立された営利目的で
ない仲裁機関及び中国が加入する国際組織が設立
した仲裁業務を展開する機関は、上海自由貿易試
験区臨港新片区において業務機関の設立登記を申
請し、関係の渉外仲裁業務を展開することが可能
となった19）。当該弁法14条には業務機関が展開可
能な渉外仲裁の業務範囲が詳細に列挙されてお
り、（1）事件の受理、審理、証拠調べ、判断、（2）
事件管理及びサービス、（3）業務照会、手引き、

17）（2015）穂中法民四初字第62号民事裁定書。
18）これについて、本件司法審査の裁定をした広州市中級人民法院は最高人民法院からの確認を得ており、従って本
件は最高人民法院の最新の立場を代表するものであるとする向きがある。但し、当該事実は未確認である（http://
www.360doc.com/content/20/0922/02/349969_936951544.shtmlを参照）。
19）2020年末までに、国際商工会議所、香港国際仲裁センター、シンガポール国際仲裁センター及び韓国商事仲裁院
の4つの世界的に著名な国際仲裁機関が上海自由貿易試験区に代表機関を設立した。
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研修、研究が含まれている。
2020年9月7日、国務院は「北京市の新規サー

ビス業の拡大開放総合試験を深化させて国家サー
ビス業の拡大開放の総合模範区を建設する業務案
に関する批复」を公表し、外国の著名な仲裁機関
及び紛争解決機関が、北京市の司法行政部門に登
録し、司法部に届出を行うことで、北京市の特定
地域に業務機関を設立し、国際商事、投資等の領
域で発生した民商事紛争について仲裁サービスを
提供し、中外当事者の仲裁前及び仲裁中の財産保
全、証拠保全、行為保全等の臨時措置の申請及び
執行を支持し、確保することを認めた。

Ⅳ．�外国仲裁機関の在中国仲裁に関する
いくつかの関連問題

1. 外国仲裁機関の在中国仲裁の事件範囲
涉外事件とは、渉外要素のある事件をいう。中

国法によれば、渉外要素を有する事件の当事者で
あればこそ、外国仲裁機関での仲裁を選択するこ
とができ，外国仲裁機関が中国国内に設立した業
務機関が行う仲裁もその例外ではない20）。

いわゆる涉外要素とは、最高人民法院の解釈に
よれば、「民事関係が以下の事情の一つを有する
場合、人民法院は渉外民事関係と認定することが
できる。（一）当事者の一方又は双方が外国公民、
外国法人又はその他の組織、無国籍者であること。

（二）当事者の一方又は双方の経常居所地が中華
人民共和国の領域外にあること。（三）目的物が
中華人民共和国の領域外にあること。（四）民事
関係を発生、変更又は消滅させる法律事実が中華
人民共和国の領域外で発生していること。（五）
渉外民事関係を認定可能なその他の事情」とされ
る21）。

中国法及び司法機関は、渉外要素のない紛争を

外国仲裁機関に提起する仲裁条項の効力につい
て、長らく否定する態度を取ってきている。最高
人民法院の指摘によれば、「法律は国内当事者が
渉外要素を有しない紛争を外国の仲裁に提起する
ことを許していない。従って、国内当事者が渉外
要素を有しない契約又は財産権の紛争に関し、外
国仲裁機関での仲裁又は外国における臨時仲裁を
実施する約定をした場合、人民法院は関係の仲裁
合意を無効と認定すべきである」とされる22）。中
国企業間で紛争を外国仲裁に提起できるか否かの
問題に関しては、紛争が渉外要素を有するか否か
により判断する必要があり、渉外要素を有しない
場合、紛争を外国仲裁機関の仲裁に提起すること
ができない。

もっとも、「渉外要素がない紛争は外国仲裁を
提起できない」という原則は最近打ち破られてい
る。最高人民法院は「最高人民法院の自由貿易試
験区の建設のために司法保障を提供することに関
する意見」の第9条において、自由貿易試験区内
で登録している外商独資企業相互間の商事紛争は
外国仲裁に提起できると定めている。当該規定は
中国の仲裁法及びその他の法律が確立した「渉外
要素のない紛争は外国仲裁に提起できないこと」
及び「臨時仲裁を承認しないこと」という原則を
打ち破ったもので、上海自由貿易試験区内に登録
した企業を試験として、現行の法律規定に対して
重大な変更を行うものであり、重要な積極的意義
を有している。これと同時に、中国法院の「渉外
要素」に対する認定においても変化が出現してお
り、西門子国際貿易（上海）有限公司が外国仲裁
判断の承認及び執行を申請した事件において、上
海市第一中級人民法院は、双方当事者がいずれも
自由貿易試験区内で登録した外商独資企業である
ことから「渉外要素」を有すると認定した23）。

但し、前述の規定及び司法認定は、「自由貿易

20）「外国仲裁機関が中国 （上海）自由貿易試験区臨港新片区に業務機関を設立することの管理弁法」によれば、外
国仲裁機関が中国国内に設立した業務機関は「渉外要素を有しない紛争案件の仲裁業務を展開することができない」。
21）「最高人民法院による中華人民共和国涉外民事関係法律適用法の適用に関する若干問題の解释（一）」（2013年施行）
第1条。2015年に施行された「民事訴訟法司法解釈」第522条の規定もこれと同じである。
22）民四廷が編集した「涉外商事海事審判実務問題解答（一）」第83条。
23）（2013）沪一中民認（外仲）字第2号民事裁定書を参照のこと。
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試験区内で登録した外商独資企業相互間である」
との試験的な範囲内に限られ、従って、普遍的な
意義を有するものではない。今後、更なる変化が
見られるか注目すべきである。

2. 外国仲裁機関の在中国仲裁に中国の仲裁法が
適用されるかについて

仲裁手続法とは仲裁手続の内部関係及び仲裁手
続と法院との間の外部関係を調整する仲裁立法を
いう。これは仲裁規則とは異なり、各国の民事訴
訟手続規則とも区別される。

仲裁地は、ある特定の仲裁にどの国の仲裁法が
適用されるかを決する基準となる24）。日本の仲裁
法は、仲裁地が日本国内にある場合には本法を適
用すると規定する25）。従って、仲裁地は当然に仲
裁手続の法律適用問題の核心的な連結点となり、
仲裁地の仲裁手続法はその効力の範囲内で仲裁活
動を管轄する。外国仲裁機関の在中国仲裁の場合、
その仲裁判断は中国の仲裁判断であり、その仲裁
活動には当然に中国の仲裁法が適用すべきである。

外国仲裁機関の在中国仲裁は「中国の渉外仲裁」
と認定され、「外国仲裁」の部分的な制約を解決
することができる。例えば、現在まで中国の司法
機関は中間措置をニューヨーク条約における仲裁
判断として認めていないが、外国仲裁機関が中国
国内で実施する仲裁、特に外国仲裁機関の中国国
内での業務機関が実施する仲裁においては、改善
が見込まれる。もっとも、同時に、外国仲裁機関
の在中国仲裁に中国の仲裁法を適用することは、
一定の問題を生じさせる。特に、外国仲裁機関の
仲裁規則と中国の仲裁法の抵触の問題である26）。
例えば、合議仲裁廷の第三仲裁人の選任に関して、
外国仲裁機関の仲裁規則の多くは双方当事者が各
自選任した仲裁人により共同で選任すると定めて

いるが27）、中国の仲裁法では第三仲裁人は当事者
が共同で選定し又は共同で委託した仲裁委員会の
主任が指定すると定めている28）。外国仲裁機関の
仲裁規則により仲裁を行う場合、仲裁判断は中国
の法院の司法審査（取消の訴え又は執行異議）を
通過することができるかに関しては、渉外仲裁の
処理において、外国仲裁機関が中国内地を仲裁地
として仲裁手続を行うことは一般に可能と考える
向きもあるが、中国の現行の法令上は外国仲裁機
関の在中国仲裁を調整する体系的な制度及び規定
を欠いている29）。

外国仲裁機関の在中国仲裁による仲裁判断は、
ニューヨーク条約の「他方の締結国の領土内で
行った」との条件に適合しないため、外国仲裁機
関の在中国仲裁による仲裁判断はニューヨーク条
約に基づいて中国の法院の承認及び執行を得るこ
とができない。外国仲裁機関の在中国仲裁による
仲裁判断を中国の渉外仲裁として扱う認定が定着
すれば、中国法院は中国の民事訴訟法第274条及
び仲裁法第71条の内容に従って司法監督権を行
使して、仲裁合意の存否、仲裁廷の構成と仲裁手
続、仲裁事項及び意見陳述等の面において、執行
拒絶の事由が存在するかを審査し、同時に、職権
により社会公共利益に反する事情の存否を審査す
ることができることになる。もっとも、現状では、
当事者が、外国仲裁機関の在中国仲裁による仲裁
判断の取消又は執行を申請した事例が見当たらな
いため、中国の法院における実務を見守る必要が
ある。

Ⅴ．おわりに

最高人民法院が外国仲裁機関の在中国仲裁を約
定する仲裁合意の効力を肯定し、広州中級法院で

24）近藤他・前掲注1）152頁。
25）日本仲裁法第3条第1項。
26）中国の仲裁法はUNCITRAL模範法をベースに制定されておらず、仲裁手続規則に対する介入が多いため、この
種の抵触が多くなると予想される。
27）例えばJCAA仲裁規則第28条。
28）中国仲裁法第31条。
29）黎明「境外仲裁機構在我国仲裁的相関法律問題研究（広西大学修士論文）」（2019年）33頁。
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の外国仲裁機関が中国内地を仲裁地として行った
仲裁判断や、本年の外国仲裁機関の中国内地の特
定地区で業務機関を設立して仲裁活動を展開する
ことを認める政策変化によって、外国仲裁機関の
在中国仲裁における法律問題の解決のための曙光
が見え始めていえる。本稿の後、中国司法部は
2021年7月30日に「中華人民共和国仲裁法（改正）

（意見募集稿）」を公表した30）。改正草案の内容に
よれば、当該草案は仲裁人名簿の拘束性を撤回し、
アドホック仲裁を認めるなど、現行の仲裁法に大

幅な変更を加えるものとなっている。もっとも、
本稿のテーマとなる外国仲裁機関の在中国仲裁の
問題に対しては、外国仲裁機関が中国で業務機関
を設立するときの登記問題について規定したこと
を除き、その他の問題への言及はされていない。
外国仲裁機関の在中国仲裁の関連問題の解決は、
依然として多くの課題及び問題に直面するため、
今後の中国の法整備、並びに更に多くの司法実務
の蓄積が期待される。

30）http://www.moj.gov.cn/pub/sfbgw/lfyjzj/lflfyjzj/202107/t20210730_432967.html
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Ⅰ．はじめに

ご存じのとおり、国際商事仲裁は、多くの国際
貿易・商取引において、紛争が生じた際の最終的
な解決手段として選ばれている。それは、仲裁手
続きに中立性・密行性・柔軟性が期待できるほか、
国境を超える仲裁判断の執行可能性などのメリッ
トがあるからであろう。このような仲裁手続きの
メリットはよく議論される一方、その証拠の開示
手続きについては賛否両論がある。通常、国際仲
裁手続きにおいては、各仲裁機関の仲裁規則に加
え、国際法曹協会（IBA）の「国際仲裁証拠調べ
規則」（IBA Rules on the Taking of Evidence in 
International Arbitration）（以下「IBA証拠規則」
という）に従って、証拠の収集と開示が行われる。
IBA証拠規則が許容する証拠開示の請求は、日本
法などの大陸法系の下に存在する文書開示命令と
は異なり、当事者が文書を特定することは必須で
はなく、「十分に限定かつ特定された種類」（narrow 
and specific category）に属する文書を要求する
こともできる。つまり、日本などの大陸法系の法
体系を有する国の立場からすると、仲裁手続きの
証拠開示義務の範囲は、自国の法に基づく証拠開
示義務の範囲に比し、一般的に広いと思われる。
一方、英米法、特に米国法では、事実を十分に究

明できるようにするため、争点に「関連性のある」
ありとあらゆる文書に開示義務が課される可能性
がある1）ので、その観点からすると、IBA証拠規
則に沿う証拠開示は、自国の法に基づく証拠開示
に比し、不十分であると感じられるのであろう。
ただ、国際仲裁の最大のメリットのひとつは、そ
の判断の効力が世界の多くの国々で認められてい
る、すなわち、世界の多くの国々で執行可能性が
ある、という点に求められるので、異なる法律制
度の間で、バランスを取らなければならない。
IBA証拠規則のアプローチは、そのようなバラン
スを取るうえで、ある意味の妥協案と言える。

しかし、現在、米国にて、この国際商事仲裁の
証拠収集の「バランス」に影響を及ぼしかねない
新たな動きが出ている。米国連邦最高裁判所は、
2021年3月22日付けで、Servotronics Inc.対Rolls-
Royce PLC事件（以下「Servotronics事件」また
は「本件」という）の上告を受理することにした2）。
その判断は、米国において問題となっているこの
国際商事仲裁の証拠収集の問題（後記Ⅳで詳述す
るが、この問題に対しては、米国の各控訴裁判所
がそれぞれ全く結論の異なる判断を下している状
態であった）に対する初めての最高裁判決となる
と思われ、国際商事仲裁の証拠収集の「バランス」
に大きな影響を及ぼす可能性がある。本稿では、

海外紛争解決トレンド（19）
国際商事仲裁における米国証拠ディスカバリーに関する動きについて
──米連邦裁判所Servotronics事件の最高裁上告──

ファン・トウ Huang Tuo 赤川 圭 Kei Akagawa（共同執筆者）

白石佳壽朗 Kazuroo Shiraishi（共同執筆者）

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　米国ニューヨーク州弁護士 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　パートナー弁護士

アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業　アソシエイト弁護士

1）連邦民事訴訟規則第26条。
2）Servotronics, Inc. v. Rolls-Royce PLC, 141 S. Ct. 1684 (2021).
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そのような重大な影響を及ぼし得るServotronics
事件の概要を紹介したい。

Ⅱ．関連法律

本件の争点は、仲裁地が米国以外にある国際仲
裁手続きにおいて、米国における当事者に対し、
米国連邦民事訴訟法の一部である合衆国法典第
28編1728条（a）項3）（以下「1728条（a）」という）
が許容する証拠開示手続きが適用されるか否かと
いうことである。1728条（a）によると、連邦地
方裁判所は、その裁判所が管轄権を有する当事者
に対し、外国における裁決機関または国際的な裁
決機関（foreign or international tribunal）（以下

「外国又は国際的な裁決機関」という）の手続き
に使用する目的で、外国又は国際的な裁決機関の
嘱託書若しくは要請、又は、関係人の申立てに基
づき、証言の録取又は文書の開示を命令する権限
がある。その裁判所は、命令により、外国又は国
際的な裁決機関の手続き規定に基づいた証言録取
及び文書開示の方法と手続き（またはその一部）
を定めることができる。なお、その命令が証言録
取及び文書開示の方法と手続きを定めていない場
合は、米国連邦民事訴訟規則に従った証言録取及
び文書開示が可能となる。

もっとも、この「裁決機関」（tribunal）という
用語は、法律で定義されておらず、どのような紛
争解決機関がこの「外国又は国際的な裁決機関」
に該当するのか、必ずしも明らかではない。仲裁
手続きの場合、1人または複数の仲裁員が構成す
る「仲裁廷」は一般に「tribunal」と呼ばれるも
のの、「tribunal」とは公的な裁判所を意味するも
のと理解されることもある。その場合、日本商事
仲裁協会（JCAA）や国際商業会議所（ICC）な
ど主要な国際仲裁機関は、民営の機関であるため、
1782（a）条が適用される「外国又は国際的な裁
決機関」に該当するのか、という問題が生じる。

Ⅲ．本件の経緯

2016年1月、米国サウスカロライナ州で行われた
飛行機の飛行試験において、試験機のエンジンで
火災が発生するという事故が生じた。当該事故に
関連し、飛行機のエンジンを製造したRolls-Roys社
は、バルブの製造を請け負ったServotronics社に
対し、損害賠償を請求した。両当事者は、両者の
間で締結されていた契約に従い、英国仲裁人協会
での仲裁を始めた。仲裁地は、ロンドンとなった。
Servotronics社は、仲裁に使用する証拠を入手す
るため、証人が居る米国サウスカロライナ州の連
邦地裁と飛行機の製造者であるボーイング社の本
社所在地である米国イリノイ州の連邦地裁に、
1782（a）条に基づき、ディスカバリーの申立て
をした。

サウスカロライナ州連邦地裁は、Servotronics
社の申立てを却下したが、その上級裁判所である
第4巡回区連邦控訴裁判所は、英国仲裁人協会に
よるロンドンでの仲裁は「外国又は国際的な裁決
機関」に該当すると判断し、サウスカロライナ州
連邦地裁の決定を覆した4）。一方、イリノイ州の
連邦地裁は、Servotronics社の申立てを認めたが、
その上級裁判所である第7巡回区連邦控訴裁判所
は、英国仲裁人協会によるロンドンでの仲裁は「外
国又は国際的な裁決機関」に該当しないと判断し、
イリノイ州連邦地裁の決定を覆した5）。

このように、2つの連邦控訴裁判所で判断が分
かれる結果となったが、Servotronics社は、自ら
に不利な第7巡回区控訴裁判所の判決に対し、最
高裁への上告を行った。最高裁は、2021年3月22
日付にて上告を受理することを決定し、口頭弁論
日を同年10月5日に設定した。現在、両当事者か
ら準備書面が提出されたほか、当事者ではない第
三者である仲裁機関・学者・会社・産業協会・米
国政府などからアミカス・クリエ（法廷助言者）
意見書も多数提出されおり、仲裁業界から関心が
高まる事件になりつつある。

3）28 U.S.C. § 1782(a).
4）Servotronics, Inc. v. Boeing Co., 954 F.3d 209 (4th Cir. 2020).
5）Servotronics, Inc. v. Rolls-Royce PLC, 975 F.3d 689 (7th Cir. 2020) .
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Ⅳ．争点の議論

1782（a）条の「tribunal」（上記のとおり「裁
決機関」と訳されることが多い）の定義を巡る争
いには、歴史がある。英語の「tribunal」の語源は、
フランス語の「tribunal」であると言われ、フラ
ンスの主要裁判所の一部（例えば、小審裁判所

〔tribunal d’instance〕や大審裁判所〔tribunal de 
grande instance〕など）は、今でも「tribunal」
と名付けられている。そのため、英語においても、
当初、「tribunal」との単語自体は、公的司法機関
である裁判所を意味していたという。

ところが、2004年Intel対AMD事件6）で、米国連
邦最高裁は、EC委員会（現：欧州委員会）の競争
総局（Directorate-General for Competition）が第
一審判断機関（first-instance decision maker）とな
る場合、当該競争総局は、1782（a）条の「tribunal」
に該当すると判断した。その案件において、AMD
社は、欧州委員会の競争総局に、Intel社が欧州競
争法に違反した旨の苦情を申し立てていた。そし
て、AMD社は、自らの主張に関わる証拠を入手す
るため、1782（a）条に基づき、米国連邦地裁に
おいて、Intel社に対する証拠開示命令を求める申
立てをしていた。これに対し、米国連邦最高裁は、
連邦議会の立法記録からして、連邦議会は、

「tribunal」との文言に、裁判所だけではなく、準
司法機関も含めることを想定していたとの認識を
示した7）。このような事情に鑑み、米国連邦最高
裁は、欧州の競争法を執行する競争総局は、

「tribunal」に該当すると判断したのである。
もっとも、本件の争点は、必ずしも準司法機関

であるとは言えない民営の仲裁機関が「tribunal」
に該当するか否かであるので、Intel対AMD事件
を引用することで簡単に結論を出すことはできな

い。この問題を巡って、各連邦控訴裁の間で意見
が分かれている。現在のところ、第4と第6巡回
区控訴裁判所は、「tribunal」に仲裁機関が含まれ
ると判断している8）。その理由として、控訴裁判
所は、仲裁廷の権力は政府から与えられたもので
あり、仲裁手続きも最終的に国の司法機関が監督
するものなので、Intel事件の判決に従い、1782（a）
条の「tribunal」に該当することを挙げている。
一方、第2・5・7巡回区控訴裁判所は、反対の意
見を持っている9）。本件の第7巡回区控訴裁判所
の判決によると、連邦議会の立法記録からは、連
邦議会が1782（a）条を制定するに際し、司法機
関を含む政府の間の司法協力を想定していたこと
が読み取れる、とのことである。

この争点については、現在までに様々な議論が
展開されているところではあるが、もし、第4と
第6巡回区控訴裁判所の判断のように、外国の仲
裁廷にこのような司法協力を与えることとした場
合、連邦仲裁法が適用され、1782（a）条の適用
がないと想定される米国の仲裁地の仲裁手続きよ
り、外国の仲裁手続きの方がより便利な証拠収集
手段を利用できる結果となり、不合理であるとい
う批判がなされている。

Ⅴ．反応と展望

民間の仲裁廷も1782（a）条の「tribunal（裁
決機関）」に該当すると判断される場合、1782（a）
条がJCAAの仲裁のような米国以外の仲裁に適用
され、当事者が1782（a）条を通じ、米国訴訟の
ような広いディスカバリーを、米国において求め
ることができるようになる。実際に、前述のとお
り、第4と第6巡回区控訴裁判所が現在その主張
を認めているため、実際に1782（a）条に基づく

6）Intel Corp. v. Advanced Micro Devices, Inc., 542 U.S. 241 (2004).
7）Ibid. at 257-58 (“Moreover, when Congress established the Commission on International Rules of Judicial 
Procedure in 1958, . . . it instructed the Rules Commission to recommend procedural revisions ‘for the rendering of 
assistance to foreign courts and quasi-judicial agencies.’”).
8）Servotronics, 954 F.3d at 210; Abdul Latif Jameel Transp. Co. v. FedEx Corp., 939 F.3d 710 (6th Cir. 2019).
9）Servotronics, 975 F.3d at 690; Hanwei Guo v. Deutsche Bank Sec., 965 F.3d 96 (2d Cir. 2020); El Paso Corp. v. 
La Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa, 341 F. App’x 31 (5th Cir. 2009),

18-21_海外紛争解決トレン�（19）.indd   2018-21_海外紛争解決トレン�（19）.indd   20 2021/09/01   14:592021/09/01   14:59



連載：海外紛争解決トレンド（19）

　68巻9号［2021.9］　　21

証拠収集が認められた例も存在している。
それに対し、過剰な証拠開示は仲裁のメリット

を削り、国際仲裁業界が今まで努力して維持して
きたバランスを崩すのではないかという心配の声
もある。また、仲裁機関である国際商業会議所

（ICC）のアミカス・クリエ意見書は、争点に対
し肯定・否定どちらの立場も取らないものの、最
高裁に対し、外国の仲裁に1782（a）条を適用す
るのであれば、連邦裁判所が開示請求を決める裁
量権を制限するべきであると述べており、連邦裁
判所に仲裁廷の意見を尊重させるよう呼びかけて
いる。

このようなServotronics事件の進展とその後の
実際運用に注目しつつも、米国の当事者に関わる

契約書を作成しその紛争解決手段として仲裁を選
択する際や、実際に仲裁を行う際に、契約書の仲
裁条項又は仲裁手続きの中で、証拠取集のルール
や進め方、その範囲に関して予め合意をしておく
ことも十分検討に値すると思われる。米国式の
ディスカバリーには膨大な費用と労力がかかるた
め、契約当事者双方とも米国式のディスカバリー
を避けたいと考える可能性もあるが、契約の相手
によっては、米国式ディスカバリーが自らに有利
であると考え、実際にこれを行おうとする可能性
もある。そのような可能性も考慮し、予め効率的
かつ合理的な紛争解決の進め方を確保しておく必
要があるかもしれない。
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和解あっせん手続における代理人の役割
と技術／權田光洋

【問題】
和解あっせん手続（裁判上の和解手続、裁判所

における調停手続、民間調停におけるさまざまな
調停手法（いわゆるメディエーションを含む。）
において行われる、中立の第三者が当事者間の紛
争について和解の仲介をする手続を総称して和解
あっせん手続という。）における代理人（弁護士
法72条の議論はしない。）の役割と技術は何か。

【考え方】
以下の視点から検討し、両端の立場にある考え

方を示し、その考え方における代理人の役割と技
術を検討する。
１　本人（依頼者）が代理人に依頼することの意味
２　本人との関わり方
３　和解あっせん手続で目指すもの
４　本人が和解あっせん手続に参加することの要否
５　あっせん人による和解案が提示された場合
６　代理人の役割の多様性

【実務上のポイント】
１　本人（依頼者）が代理人に依頼することの意味

本人が代理人に何を期待して依頼するのかによ
り、代理人の役割は変わる。

（1）本人が代理人に紛争の解決を任せることを期

待する。
代理人は、本人から聴取した事実、証拠に基づ

き、代理人が主体となって和解あっせん手続に臨
む。相手方への対応も代理人が主体となる。本人
は、和解あっせん手続に同席することもあるが、
主張は専ら代理人が行い、本人がかかわる度合い
は低い。代理人は、和解あっせん手続外で本人に
対して手続の進捗、和解案の内容を説明し、本人
の同意を得て、和解あっせん手続を進める。

（2）本人が和解あっせん手続に臨む際の援助を代
理人に期待する。

本人が主体となって和解あっせん手続に臨む。
発言は専ら本人が行う。代理人は、和解あっせん
手続に同席することもあれば、同席しないことも
ある。代理人は、和解あっせん手続に同席する場
合には、本人の発言を補足し、和解あっせん手続
外では、和解あっせん手続に臨む本人に助言する
などして、本人による紛争解決を援助する。
２　本人との関わり方

代理人がどのように本人に関わるかにより代理
人の役割は変わる。

（1）事実を聴取し、証拠を集め、法的主張を組み
立てる。

代理人には、訴訟と同様の法的実務能力が要求
されることから、代理人は法律実務家である必要
性が高い。代理人には、事実を聴取する技術、事
実の裏付けをとる技術、証拠に基づく事実により
法律構成をして結論を導く技術が求められる。

和解あっせん実務上の諸問題研究（8）
和解あっせん手続における代理人の役割と技術
手数料の設定、説明、納付の問題点

權田光洋 Mitsuhiro Gonda 齋藤成俊 Shigetoshi Saito

入江秀晃 Hideaki Irie

權田法律事務所　弁護士 法律事務所リエゾン　弁護士

九州大学法学研究院准教授
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（2）本人の利害を探り、権利関係にとらわれず、
本人が求めていることを本人自身が認識すること
を援助する。

代理人が法律実務家である必要性は低い。
代理人には、本人の利害を探る「聴く」技術が

求められる。更に「聴く」技術を通じ、本人の紛
争解決能力を高める能力が求められる。
３　和解あっせん手続で目指すもの

何を目指して和解あっせん手続に臨むかによ
り、代理人の役割は変わる。

（1）紛争の解決を目指す。
代理人は、和解あっせん手続において、主体的

に解決策を検討し、提案する傾向にある。
（2）本人による自己決定を目指す。

代理人は、本人による解決を援助する。代理人
による意見の表明は控える傾向にある。
４　本人が和解あっせん手続に参加することの要否

本人が和解あっせん手続に参加する必要性によ
り、代理人の役割は変わる。

（1）本人が和解あっせん手続に参加する必要性が
低い場合
１～３の各（1）の場合には、本人が和解あっ

せん手続に参加する必要性は低い。
この場合、代理人には、和解あっせん手続にお

いては、あっせん人、相手方に対し、本人の主張
や利害を伝える技術が求められ、和解あっせん手
続外においては、本人に対し、相手方の主張や利
害、あっせん人の意向を伝える技術が求められる。

（2）本人が和解あっせん手続に参加する必要性が
高い場合
１～３の各（2）の場合には、本人が和解あっ

せん手続に参加する必要性が高い。
この場合、代理人には、和解あっせん手続に主

体的に参加する本人を支え、援助する技術が求め
られる。
５　あっせん人による和解案が提示された場合

あっせん人による和解案が提示された後、本人
が和解あっせん手続に参加する場合において、本
人が参加する目的により代理人の役割は変わる。

（1）あっせん人により提示された和解案を本人が
受け入れることを目的とする場合

代理人は、和解案の受入れが本人にとって最善
の解決策であると考えているから、本人を和解
あっせん手続に参加させている。したがって、代
理人の役割は、あっせん人による和解案を本人が
受け入れるよう説得することにある。

（2）本人の自己決定による紛争解決を目的とする
場合

代理人は、和解あっせん手続の中において、本
人が自己の利害、相手方の利害を理解し、本人が
自己の考えを表明することができるよう援助し、
本人が自己決定により紛争を解決することを援助
する。したがって、あっせん人による和解案を受
け入れるか否かも、本人があっせん人と対話する
ことにより、本人が自己決定する。代理人は、本
人に対して和解案受入れを説得しない。
６　代理人の役割の多様性

以上、和解あっせん手続においては、１～５の
各視点における（1）と（2）を両端とし、手続
の流れの中で、代理人の役割は多様に変化してい
くものと思われる。

和解あっせん手続の型を知り、その型に必要な
技術を習得し、手続の流れに応じてその時々の型
を認識し、型に応じた技術を用いて、手続の進捗
の中で多様に変化する本人の利益に資するのが代
理人の役割である。

和解あっせん手続における代理人の役割
と技術／入江秀晃

權田弁護士が提案する代理人の役割像によれ
ば、従来型の専門的な情報提供による問題解決
ニーズにも応えると共に、現代的な当事者主体の
紛争解決のプロセスを伴走するニーズにも応える
準備をするべきである。どちらのニーズにも完全
に応えることは難しいが、しかし、現実に両方の
ニーズが存在している以上、どちらの方向にも研
鑽を積むしかないという結論は、妥当と考える。

特に、後者の役割に関しては、理念として表面
的に知ってはいても、実際のふるまいとしてト
レーニングされた経験を持つ弁護士は少ない。こ
れからの弁護士は、支援リテラシーに関するト
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レーニングを受けることが必要であると私は考え
ている1）が、その考え方が行き渡るには時間がか
かるであろう。しかしながら、支援職としての弁
護士の役割は現実的なものであり、その事実に気
づいている者も確実に増えている。あっせん（調
停）技法トレーニングはその文脈で理解すべきで
あるし、リーガルソーシャルワークとしての取り
組み2）の拡がりもその証左である。依然として従
来型発想をする多くの弁護士にとって、支援理論
と技術は、理想主義に過ぎる関わり方、あるいは、
単になまぬるい甘い関わり方に映っているようで
もあるが、現実に求められている支援の役割を適
切に実行するために必要な理論的及び技術的な体
系である。むしろ、弁護士自身の利益を守り、感
情労働からのバーンアウトを避けるために弁護士
にとって大切な方法といえる。長い目で見れば、
その理解は進むであろう。支援リテラシーは、感
情の受容や言い換え（パラフレーズ）などの狭義
のコミュニケーションスキルに矮小化されて理解
されがちであるが、①ケースを一般化するのでは
なく個別化して捉える支援理論を理解すること、
②支援プロセスの多様性を理解すること、③支援
に役立つ聴き方・話し方を身につけること、④自
分自身の個性がプロセスに与えている影響を観察
し、自分自身に働きかける方法を身につけている
こと、⑤ネットワークとして存在している社会資
源の活用に習熟していること、などを含む包括的
なものである必要がある。

裁判手続や評価型調停・あっせん手続における
代理人は、法律家として裁判における結論を予測
し、当事者に代わって判断をし、和解の契機には、
当事者を説得の客体とすることが役割として望ま
れる場合もあるのは、權田弁護士が指摘するとお
りである。しかし、評価型手続であっても、支援
リテラシーを備えた弁護士であれば、当事者自身

のプロセス理解を援助し、当事者自身のボイスと
チョイスを尊重して、豊かな自己決定を行えるよ
うに支援に徹することも可能である。理解に基づ
く調停モデル3）のように、法的議論のモードと、
利害に基づく交渉モードを意識的に使い分けるス
タイルも提案されている。どちらか、というより
も、どちらも追求すべきだと考えられるのである。

なお、和解あっせん手続（調停手続）そのものが、
これまでのように「ぬえ」のようだといわれる状況
が続くとも限らず、海外で進んでいるように、あっ
せん人（調停人）行動規範が整備され、手続透明性
が高まるとも予想される。不適切なあっせん人の関
わりを発見したときに、当事者にとって望ましいプ
ロセスを回復するようにあっせん人や機関に働きか
けるのも代理人にとって必要な役割となる。

手数料の設定、説明、納付の問題点
／齋藤成俊

【問題】
和解あっせんを行う際に、利用者は、ADR機

関に手数料を納付する。そこで手数料の設定や、
手数料に関する説明、徴収に関してどのような検
討すべき点があるのか。

【考え方】
１　手数料の設定

（1）手数料の種類
手数料としては、和解あっせん申立ての際の申

立手数料、期日開催毎に支払われる期日手数料、
成立した際の成立手数料がある。また、タイム
チャージという形で手数料をとるADR機関もある。

（2）手数料設定の判断基準
手数料をどのように設定するかについては、和

解あっせん手続ADR機関のポリシーが関係する。

1）入江秀晃「自己決定支援における法律専門家のあり方」市民と法104巻（2017年）13-19頁、入江秀晃「調停人の
態度のトレーニング」自由と正義67巻3号（2016年）53-57頁。
2）たとえば、弁護士とソーシャルワーカーの協働を考える会『福祉的アプローチで取り組む弁護士実務 : 依頼者の
ための債務整理と生活再建』（第一法規、2020年）。
3）Friedman & Himmelstein (2006) Resolving Conflict Together: The Understanding-Based Model of Mediation. 
Journal of Dispute Resolution, 2006(2), 523-553.
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すなわち、利益を得ることを主目的として行う場
合は、和解あっせん手続について収支が合う4）よ
うに（黒字になるように）設定する必要があるが、
公益目的ないしは公的事業として行う場合は、必
ずしも収支が合うように設定する必要はない。

わが国において、利益を得ることを主目的とし
て行うADR機関はいままでほぼなかったと言っ
てよく、公益目的ないしは公的事業として行う機
関が多い。

しかし、公益目的ないしは公的事業として行う
としても、事業の継続性を考えると収支が合うよ
うにした方がよい。また、手続の利用のしやすさ
を考えると手数料は安い方が良いことになる。

手数料の設定においては、事業のポリシー、事
業の継続性、手続の利用しやすさを考慮する必要
がある。

なお、当事者の貧困などの事情により手数料を
減免するというケースもある。

（3）参考例
第二東京弁護士会仲裁センターを例に考える

と、申立手数料は1万円、期日手数料は当事者毎
に5千円、成立手数料は紛争の価額に応じて0.3%
から8%の間となる（いずれも消費税は別途、1人
当たりの金額、期日が3回行われた場合の成立手
数料を除く手数料の合計は4万円となる）。

それに対し、一般管理費を除く支出として、あっ
せん人等に対する検討費用5千円、期日日当9千
円、成立手数料10万円、補助者に対する期日日
当9千円となっている（いずれも消費税は別途、
1人当たりの金額）。

第二東京弁護士会仲裁センターにおいてはあっ
せん人等は1名から3名が選任される。補助者は1
名、期日は3回を標準とする。

以下、具体的な例をあげるがいずれも申立手数
料及び期日手数料の合計４万円が支払われている
ものとする。

Ⓐ3回で成立・あっせん人1名だった場合の支
出の合計は15万9千円（検討費用　5千円・期日
日当　あっせん人　9千円×3・補助者9千円×3・
成立手数料あっせん人10万円）となり、成立手
数料が11万9千円（紛争の価額148万7千5百円）
に申立て・期日手数料4万円を加えた金額で±0
となる計算である。

Ⓑ3回で不成立・あっせん人1名だった場合の
支出の合計は5万9千円（検討費用　5千円・期日
日当　あっせん人　9千円×3・補助者9千円）と
なり、1万9千円の赤字となる。

Ⓒ3回で成立・あっせん人3名だった場合の支
出の合計は42万3千円（検討費用　5千円×3・期
日日当　あっせん人　9千円×3×3・補助者9千
円×3・成立手数料あっせん人10万円×3）となり、
成立手数料が38万3千円（紛争の価額776万6667
円）で±0となる計算となる。

Ⓓ3回で不成立・あっせん人3名だった場合の
支出の合計は12万3千円（検討費用　5千円×3・
期日日当　あっせん人　9千円×3×3・補助者9
千円×3）となり、8万3千円の赤字となる。

なお、例えば東京の弁護士会などでは、高額の
成立手数料が生じる事件もあり、収支に関しては
年度や長期的にみると収支が合うことが期待でき
る。それに対し、地方では高額の成立手数料が見
込める案件が少なく、年度や長期的に見ても収支
が合わない傾向があるといえる。このように、地
域による事情も考慮要素となりうる。

（4）その他の手数料の検討課題
手数料に関しては、申立手数料・期日手数料・

成立手数料が考えられるが、期日手数料がない
ADR機関や上記の手数料を取らずにタイム
チャージ方式にするという案もある。

また、期日手数料に関しては当事者が複数いる
場合（申立人が複数、相手方が複数等）に当事者
ごとに手数料を徴収するかという問題がある5）。

4）ここでの収支が合うかという点に関しては，単位事件毎に考えるのか，年度で考えるのか，もっと長い期間で考
えるのかという考え方がある。また，収支の支出についてはあっせん人等への報酬に限るのか，一般の管理費をも含
むのかという考えがある。
5）期日ごとに考える（例えば一期日の期日手数料が当事者を併せて1万円となるようにする）のか当事者1人毎にす
るのかという考え方がある。
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２　手数料の説明
（1）手数料の説明の意義

わかりやすく明確な手数料をあらかじめ説明し
ておくことにより、当事者に予測可能性を与え、
利用が促進され、手続への信頼が生まれ、徴収の
確実性も上がるといえる。

（2）手数料の説明の段階
説明に関しては、これから手続を利用しようと

するものや手続に関心がある者への説明がまず必
要となる。これに関しては、ホームページやパン
フレットへの記載が必要となる。

また、当事者に対しては、申立人の申立時、相
手方への手続の連絡を行う際、期日の開始時に
あっせん人から説明することが必要となる。

なお、成立手数料に関しては実際に支払い義務
が生じる和解成立の前に期日においてあっせん人
から算定基準や分配率についてきちんとわかりや
すく説明すべきである。
３　手数料の納付

（1）納付時期
申立手数料に関しては、申立時、成立手数料に

関しては成立後に納付時期とされることが一般的
である。期日手数料に関しては、期日開始前か、
各期日終了後か、複数の期日後にまとめてかとい
う方策がある。

（2）未納付
当事者が手数料を支払わない場合どう対応すべ

きかに関しては、督促、訴訟等の法的手続をとる
等の手段がある。

また、未納付防止のために、申立手数料に関し
ては払われない限り手続を開始しない、期日手数
料に関しては払われない限り手続を開始しない、
成立手数料に関しては和解書と引き換えにするな
どの方策もありうる。

（3）第二東京弁護士会仲裁センターにおいては、
期日手数料は細則上期日開始前に納付することと
なっているが、実際の運用においては、期日後納
付などが広く行われている。

また、成立手数料の納付時期に関しては細則上
定めがなく、和解書と引き換えなどの運用はなさ
れていない。

【実務上のポイント】
１　手数料の設定

手数料の設定においては、事業のポリシー、事
業の継続性、手続の利用しやすさを考慮した上で、
申立手数料、期日手数料、成立手数料、タイム
チャージなどから選択して、各ADR機関で妥当
な金額を設定するべきである。

また、具体的な成立手数料の算定に関しては、
紛争価額が不明な場合の価格設定や紛争の価額に
何を含めるかが問題になる場合がある。

具体的な成立手数料の算定、分配に関しては誰
が（あっせん人かADR機関か）決定権を持って
いるのかについて定めておく必要がある。決定権
をあっせん人に委ねると当事者に寄り添い低額に
しがちになる可能性がある。

さらに、当事者の貧困や、災害時に公益性が高い
場合に手数料を減免すべき場合があると思われる。
２　手数料の説明

手数料の説明にあたっては、当事者に疑義が生
じないようにわかりやすく明確に説明する必要が
ある。その際、手数料に関する同意書などを取得
する例もある。

但し、成立手数料に関しては和解あっせんの解
決方法が金銭的解決に限定されないことに照らせ
ば手続開始前にあらかじめ説明することが困難な
場合も多い。そのため、一般的な説明を行わざる
を得ないので、和解が成立する段階になった場合
には成立手数料の算定や分配に関してもきちんと
説明する必要がある。

なお、手数料ではないが実費に関しても当事者
がADR機関に支払う金員であることから、明確
にわかりやすく説明するべきである。
３　手数料の納付

当事者が手数料を支払わない理由として手続に不
満がある場合も考えられる。不徴収を防ぐためには
手続への満足度を上げるべきという意見もある。
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手数料の設定、説明、納付の問題点
／入江秀晃

弁護士会ADRについての利用者の声の中には、
不満の声もあるが、熱烈な支持も少なくない。こ
のような素晴らしい手続はもっと知られるべきだ
といった声を利用者自身が述べているのである。
そのような応援を目にすれば、もっと利用が広
がっても良さそうにも思われるが、弁護士会
ADRについては、残念ながら件数面では明らか
に伸び悩んでいる。その背景には、ADRが日本
ではまだビジネスとして自立してはおらず、有料
ではあるが、プロボノ的な位置づけを受けている
ため、ビジネスベースを前提とした真剣な取り組
みが足りないためとも考えられる。齋藤成俊弁護
士が整理しておられるとおり、少数の高額案件の
成立手数料による黒字で、多くの通常案件の赤字
を補っている内部補填の構造にあるためである6）。

弁護士会ADRの料金体系は、申立手数料、期日
手数料、成立手数料の3つから構成されるという
意味で、1990年の二弁仲裁センター設立時依頼大
きな変更は受けていない。愛知県弁護士会紛争解
決センターでは、期日手数料を取らないため、特
に相手方の手続参加（応諾）への誘引には効果的
であるとも考えられている。震災ADR・災害

ADRにおける申立手数料と期日手数料の無料化と
成立手数料の減免という方式も実践が積み重ねら
れほぼ定着といって良いと思われるが、財源面で
の裏付けという意味では依然として問題は残る。

費用体系の構造から言って採算性を追求しよう
とすれば、少額事件を扱わない方向での料金体系
を取ることが合理的になる。たとえば、商事紛争
では、200万円以下といった少額の事件を扱うこ
とは想定しないといったシステムはあり得るし、
むしろ合理的とも言える。

大阪における民間総合調停センターでは、あっ
せん人3人体制を原則とするコストのかかるシス
テムでありながら、他の弁護士会に比べても低額
の手数料水準を実現しているが、これは、弁護士
会以外の団体も資金を拠出しているために実現で
きている。公的あるいは私的な外部財源を確保し
て、公益性の高い手続を提供していくためのプ
ラットフォームを運営する工夫が求められてい
る。柔軟な発想による新しい取り組みが求められ
る。たとえば、ODR（オンライン紛争解決）を
展開するミドルマンは、クラウドファンディング
を実施して、システム開発のための資金調達を成
功させた7）。

ADR政策のあり方も、こうした下部構造を含
めて検討対象としていくべきであろう。

6）私自身も「民間調停機関のコスト構造の分析」と題して、簡単な分析を行っている。入江秀晃『現代調停論』（東
京大学出版会、2013年）203頁以下。
7）ミドルマン株式会社は、株式投資型クラウドファンディングサービスにより、2千万円の資金調達を成功させてい
る。https://fundinno.com/projects/117　2021/7/19アクセス。
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── 日本商事仲裁協会（JCAA）の標準仲裁条項 ──

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

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

2. 「商事仲裁規則」によって仲裁を行う場合の仲裁条項

3. 「インタラクティヴ仲裁規則」によって仲裁を行う場合の仲裁条項

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

　“この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相
違は、一般社団法人日本商事仲裁協会の 商事仲裁規則に従って仲裁により最終的に解決され
るものとする。仲裁地は（国名及び都市名）とする。”

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

　“この契約から又はこの契約に関連して生ずることがあるすべての紛争、論争又は意見の相
違は、一般社団法人日本商事仲裁協会のインタラクティヴ仲裁規則に従って仲裁により最終的
に解決されるものとする。仲裁地は（国名及び都市名）とする。”

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

仲裁制度および仲裁条項に関するご相談は当協会仲裁調停部へ
☎ 03−5280−5161
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申立人：�Ayat�Nizar�Raja�Sumrain他3名
被申立国：�クウェート
投資協定：�クウェート・エジプト投資協定
事件番号：�ICSID�Case�No.�ARB/19/20
命令日：�2021年2月1日（Procedural�Order�No.2�

Decision�of�Bifurcation）
仲裁廷：�Zachary�Douglas（長・オーストラリア）、

Fernando�Piérola�Castro（ペルー及び
スイス）、Samuel�Wordsworth（英国）

出典：�https://www.italaw.com/cases/8475

本件判断のポイント

�・�被申立国からの異議を分岐判断（bifurcation）
する基準につき、先例であるPhilip�Morris�v.�
Australiaにおいて示された基準を他の事案に
杓子定規に適用することは適当ではない。

�・�被申立国からの異議を先行して分岐判断すべ
きかについては、①その異議が現時点で仲裁
廷に提出されている資料に基づいて判断すべ
き重要な問題を提起しているか、②その異議
が、受理可能性、責任又は損害額ではなく、
管轄の問題を提起しているか、③その異議が
認められた場合、手続の全て又は重要な部分
が終結するか、④その異議について判断する
際、時間又は費用を節約することにならない
責任又は損害額と結び付く問題を考慮する必
要があるかという4つの要素を考慮した上で、

公正かつ迅速かという観点から判断すべきで
ある。

Ⅰ．事実関係

被申立国内に投資を行った（と主張する）エジ
プト国籍を有する（と主張する）申立人が、被申
立国に対して、クウェート・エジプト投資協定に
基づく仲裁を申し立てた。申立人による第1主張
書面（Memorial）の提出後、被申立国が、仲裁
廷の管轄権（jurisdiction）及び請求の受理可能性

（admissibility）に関する下記5つの異議を提起し、
それらの異議に関して分岐審理（bifurcation）を
要求した。

（a）申立人は有効なエジプト国籍を有している事
実に関する立証責任を果たせていないので、仲裁
廷は人的管轄（ratione�personae）を有しない（「第
1異議」）。

（b）申立人はクウェート・エジプト投資協定及び
ICSID条約の下での投資を行ったことを論証でき
ていないので、仲裁廷は事物管轄（ratione�
materiae）を有しない（「第2異議」）。

（c）申立人はその主張する投資を請求及び/又は
紛争の発生後に行っているので、仲裁廷は時的管
轄（ratione�temporis）を有さない、及び/又は、
申立人は手続を濫用している（「第3異議」）。

（d） 申 立 人 はHeritage�Village�Real�Estate�

投資協定仲裁判断例研究（136）
被申立国からの異議を分岐判断（bifurcation）する基準を示した一事例

髙橋直樹 Naoki Takahashi

投資協定仲裁研究会　小島国際法律事務所　弁護士・ニューヨーク州弁護士
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Company（「HVREC」）の株主としてHeritage�
Villageプロジェクト（「本プロジェクト」）又は
2014年11月24日付のクウェート財務省・HVREC
間の契約（「本契約」）に関する権利を有していな
い、及び/又は、何らかの権利を有しているとし
ても、純粋な契約上の権利であり、かつ、本契約
中にクウェートの裁判所の専属的管轄を定める条
項があるので、申立人の請求には受理可能性がな
い（「第4異議」）。

（e）クウェート・エジプト投資協定第10条（書
面による通知及び6カ月間の友好的な和解の追
及）が定める管轄権の前提条件を充足していない

（「第5異議」）。

被申立国による分岐審理の要求に対する申立人
の返答及び証拠の提出後、仲裁廷は分岐審理の要
求に関する判断である第2手続命令（Procedural�
Order�No.2）を発出した。

Ⅱ．判断要旨

1. 分岐審理に関するテスト
仲裁廷がICSID条約41条及びICSID仲裁規則41

条の下で、本案とは別の又は分岐された仲裁手続
の段階において先決的異議に関して決定を命ずる
裁量を有することは当事者の共通理解である

［para.�8］。
当事者は分岐審理の適用に関する一定の基準を

示した様々な先例を引用している。その中でも最
も著名な例はPhilip�Morris�v.�Australiaの先例で
あり、この先例は、1）異議は一見して重大かつ
実質的か、2）本案を先に判断する又は本案の議
論に入ることなく異議を審理できるか、3）その
異議が認められれば、請求の全部又は本質的な部
分に決着が付くか、という3つの基準を定める

［para.�9］。
ひとつの事例のために定式化された判断方法

は、元の文脈から離れると、他の事例においては
杓子定規な確認手続（box-ticketing�exercise）と
なるおそれがある。1つ目の「異議は一見して重
大かつ実質的か」という基準は問題となりかねな

い。この基準により想定されている正確な閾値は
分からない。Philip�Morrisの仲裁廷が、自ら定
式化した基準とは異なる「仲裁廷はその異議が認
められる可能性を一見して排除できない」という
基準を適用したことも問題を複雑にする。また、
その後のいくつかの仲裁廷が「一見して異議は重
要かつ実質的か」という基準を「根拠薄弱又は訴
権濫用ではない」という意味に解釈している一方
で、他のいくつかの仲裁廷は、同じ基準を適用す
る際に、「単に異議が根拠薄弱又は訴権濫用では
ないことを要求する以上に高い閾値を適用すべき
である」という考えを貫いているということも問
題をさらに複雑にする［paras.�10-11］。

実体に関する当事者の提出書面が申立人の第1
主張書面、被申立国の分岐審理の要求、及び申立
人の分岐審理に関する応答のみであるこの早い段
階で、管轄権又は請求の受理可能性に関する異議
を「根拠薄弱又は訴権濫用」と性質決定すること
を要求する判断方法には懸念がある。分岐審理の
ために主張された異議の内容が、それが実際に仲
裁廷により審理及び判断されるときには相当程度
変遷していることもあり得ない訳ではない。分岐
審理の時点で既に管轄権・受理可能性について判
断を下してしまう（少なくともそのように見える）
おそれが相当程度あるので、否定的な性質決定は
特に回避すべきである。また、逆に、「異議が認
められる可能性の方が高い」のように高い閾値を
適用することも適当でない。�それは、異議の内
容そのものについて既に判断してしまうことと同
義であって、分岐審理に関する手続的決定におい
てそのような判断を下すのは明らかに不適切であ
る［paras.�12-13］。

管轄権又は請求の受理可能性（又は他の論点）
に関する異議の判断を仲裁手続の先決的段階でな
すことを要求する当事者は、その異議が現時点で
仲裁廷に提出されている資料に基づいて決定され
るべき重要な問題を提起していることを論証しな
ければならない。この判断は異議の内容に関する
評価そのものに代わるものではない。例えば、既
存の判例法（jurisprudence）から指針を見出せな
いような完全に新しい法的論点であるが故に重要
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な問題が生じることもあり、一方で、異議の根拠
となる事実に関する主張を有効に行うことができ
なければ、たとえ手続の後の段階でその状態が是
正される可能性がかなりありそうであったとして
も、決定されるべき重要な問題が生じていないこ
とになることもあり得る［para.14］。

Philip�Morrisにおける判断方法は、管轄権の問
題と仲裁廷の判断権限に疑いを生じさせることの
ない他の問題（受理可能性、責任及び損害額）と
を区別していないが、これは適切ではない。仲裁
廷は、管轄権の問題に関しては、その定義自体か
ら、他の問題に関する以上に、自らの判断権限を
紛争全体に対して行使する前に確定させなければ
ならない抗し難い理由がある。仲裁廷が自身の仲
裁権限の有無について判断する権限を有するとの
考え方（competence-competence）に基づき、管
轄権に対する異議について判断する権限を仲裁廷
が有することは疑いがない。問題は仲裁廷が仲裁
手続のどの段階で当該権限を行使すべきかという
点である。仲裁廷が管轄権に関する決定を事案の
本案に関する全面的な審理後まで保留する場合、
全手続を通じて自身が管轄権を有している前提で
振る舞うことになる。そのような問題は受理可能
性、責任又は損害額の問題に関しては生じない。
管轄権に関する異議は先行判断の段階で判断され
ると推定すべきと主張している訳ではなく、この点
を関連要素として考慮すべきと考える［para.�15］。

上記を踏まえ、ある異議について先行して決定
すべきと命じることが公正かつ迅速であるかにつ
き、以下の要素を考慮して判断すべきである

［para.�16］。

（a）その異議は、現時点で仲裁廷に提出されてい
る資料に基づいて決定されるべき重要な問題を提
起しているか。

（b）その異議は、受理可能性、責任又は損害額で
はなく、管轄権の問題を提起しているか。

（c）その異議が認められた場合、手続の全て又は
重要な部分が終結するか。

（d）その異議について判断する際、責任又は損害
額と結び付く問題を考慮する必要があり、結果的

に時間および費用の節約にならなくなってしまわ
ないか。

分岐審理の申立てに関する判断は、今後なされ
る異議の内容に関する審理を予断するものであっ
てはならず、また、過度な遅延及び不合理な費用
を発生させることなく行われなければならない

［para.�17］。

2. 第1異議
申立人らが関連する時点においてエジプト国民

ではないことを立証することに被申立国が成功す
れば、仲裁廷はクウェート・エジプト投資協定の
下での人的管轄を有しないことになるので、仲裁
手続は終了する。また、国籍の問題は本案の論点
と関連せず、分岐された先行審理の段階において
当該異議を判断することは困難ではない。第1異
議に関する論点は、当該異議に関して現時点で利
用可能な資料に基づいて決定されるべき重要な問
題があることを被申立国が論証しているかである

［paras.�18-19］。
投資協定及びICSID条約の下での国籍の問題は国

際法に従って判断されることになるが、当該問題の
解決に関しては国内法への反致がある。国際的な仲
裁手続において、責任ある国家の当局により発行さ
れた公式文書は、国籍がその個人に対して有効に与
えられたとの推認を生じさせる［para.�20］。

第1に、被申立国は「エジプト国民は他国の国
籍を取得する前に内務大臣からの承認を取得しな
ければならない」として、エジプト国内法である
国籍法を指摘する。申立人は、内務大臣の事前の
承認という要件を含む同法10条は他国籍への帰
化を要求するエジプト国民に適用され、2005年
にエジプト国籍を取得する以前はヨルダン及びカ
ナダの国民であった申立人に関する状況には関係
しないと指摘している。現時点で仲裁廷に提出さ
れている資料に基づけば、当該異議の上記主張に
関わる部分については決定されるべき重要な問題
があるとは言えない［para.�21］。

第2に、被申立国は、詐欺により又は虚偽の情
報に基づいて取得された場合、エジプト国籍は撤
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回される可能性があると主張する。申立人は、エ
ジプト法の下では、上記事情を根拠とする国籍の
撤回の期限は5年以上前に過ぎていると指摘す
る。被申立国は、（i）カナダに対する投資を根拠
としてカナダ国籍を取得しようとした時点では申
立人らが子どもであったこと、及び、（ii）申立
人にエジプト国籍を与えたとされるエジプトの大
臣の命令は申立人がカナダ国籍に加えてヨルダン
国籍を有していることに言及していないこと、と
いう2つの懸念を表明する。1つ目の点に関し、
申立人のカナダ国籍は本件の論点ではないので関
係ないと現時点では理解している。2つ目の点に
関し、被申立国は、この点は「書式が申請者に対
して申請時の国籍の開示を要求している状況にお
いては特に重要である」と述べるが、問題となっ
ている書式にも、開示を懈怠した場合のエジプト
法の下での法的帰結に関する分析にも言及してい
ない。現時点では上記の被申立国の主張に関わる
部分について決定されるべき重要な問題があると
結論付けることはできない［para.�22］。

第3に、被申立国は、申立人らが帰化証明書の
スキャンされた写しに依拠している点につき、「そ
れらが法的に認められた原本でない限り」「彼ら
の国籍に関する有効な証拠ではない」として問題
としている。申立人は、被申立国に対して「原本
であるか調査する」ように促し、（他の申立人ら
に関しても真正であることを証明した写しを作成
する旨の提案も添えて）在クウェートエジプト領
事館の領事により真正であることを証明された
Ayat�Sumrain氏の帰化証明書の原本の写しを郵送
した。申立人らは問題となっている文書の真正に
関する被申立国の懸念に対応しているように見え
るので、現時点では上記主張に関わる部分につい
て決定されるべき重要な問題はない［para.�23］。

以上より、第1異議を分岐審理する旨の決定は
しない［para.�24］。

3. 第2異議
被申立国の主な議論は、申立人らがHVRECの

株式及び/又はThimar�Kuwait�Holding�Company
（「Thimar」）の株式に対する対価を支払っておら

ず、上記条約の投資として認められるための本質
的要件であると被申立国が主張する拠出又はリス
クの負担がないというものである。被申立国は、
申立人らによる上記株式の取得は申立人らの母親
又は第1申立人からの借入に基づいて行われ、そ
れらの借入は要求があって初めて返済すればよく
利息も発生していない点を強調する。第2異議に
より提起された法的問題は、申立人らが上記株式
を取得した際に申立人ら自身による拠出が要求さ
れるかという問題である。関連する投資協定の条
文が申立人である投資家からの「積極的拠出」を
要求していると解釈するいくつかの判断がある一
方、他のいくつかの判断は「積極的拠出」が要件
であることを否定している。仲裁廷が当該問題を
いまここで解決すべきかという時間及び段階の問
題はおくとして、当該問題が重要な問題であるこ
とは認めざるを得ない［paras.�25-26］。

被申立国は、申立人らが所有していると主張す
る株式を所有していても持分の49％を保有して
いることにしかならず、申立人が本プロジェクト、
HVREC、又はThimarを「所有」又は「持分の過
半数を保有」していないと指摘する。この点が潜
在的に重要である理由は、投資協定第1条が「『投
資』とは締約国に所在し、他方の締約国の投資家
が直接に又は間接に所有又は持分の過半数を保有
するあらゆる種類の資産…」と定めているからで
ある。上記第1条はさらに「当該用語は、それら
に限定される訳ではないが、特に、（b）会社、商
業的企業、合弁、出資金、株式、及び他の形式に
よる資本参加…」と続けている。上記の点は判断
すべき重要な問題である［paras.�28-31］。

第2異議が管轄権の問題であり、管轄権に関する
異議については既に議論したように、特に慎重な
取扱いが要求されることは疑いがない［para.�32］。

全ての事情を考慮すると、この異議に関する判
断を先行する問題として審理することが公正かつ
迅速である。第2異議により事実に関する問題も
提起されるが、その範囲は限定的であり、本案と
重複することはない。全ての申立人らとの関係で
当該異議が認められた場合、事案が効率的に決着
し、両当事者の相当な資源が節約される。当該異
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議が認められない又は申立人らの一部についての
み認められる場合でも、その後に続く本案（及び、
場合によっては損害額）での審理における論点を
狭めることに役立つので、早い段階で投資の性質
と範囲に関する論点を明確にできる利益がある

［para.�33］。
以上より、先行判断の段階で第2異議の一部に

ついて判断することを決定する。

4. 第3異議
両当事者の主張に鑑み、少なくとも、各申立人

による投資のタイミングと申立人により主張され
ている各投資協定違反の請求の要件のタイミング
及び紛争のタイミングに関して判断すべき重要な
問題が存在する。申立人らの第1主張書面は、紛
争が2014年12月に署名されたAddendum後に生じ
たこと、申立人らの一部が2013年から2017年の
期間に投資を獲得したこと、及び、請求の要件の
一部は「2015年に開始した」等と主張され、そ
れらが申立人らの一部による投資の獲得前に生じ
ていたことを示唆する［para.�37］。

一方で、第1申立人が自身の投資を他の申立人よ
りずっと前に獲得し、当該問題に関して異なる立
場にあることを考慮すると、被申立国が主張する
とおりの認定がされたとしても、現時点で提出さ
れている資料を前提にすると、第3異議は本件紛争
の全てに決着を付ける可能性はほとんどない。第3
異議単独であれば分岐審理はしないが、第2異議を
分岐審理する決定を考慮すれば、第3異議を第2異
議とともに先行判断の段階で判断することが迅速
である。第2異議は主張されている投資の性質及び
範囲に着目し、第3異議はそのタイミングに着目す
る。異議が認められなかったとしても、これらの
問題に関して明確さを有することは、責任及び損
害額に関する段階で判断すべき問題の範囲を限定
できることから、有益である［para.�38］。

第3異議に関しては、請求がいつ生じたかを解
明するために申立人らが主張する請求を法的観点
から注意深く構成することが要求されるが、これ
により先行判断の段階に申立人らの請求の本案が
入り込んでくることはない。同様に、客観的な法

的基準に従って実際に紛争が開始した時点を決定
する必要があり得るが、これも本案に入り込むこ
とを必然的に伴う訳ではない［para.�39］。

上記理由から、第3異議を第2異議と併せて、
先行判断の段階で判断することが迅速である

［para.�40］。

5. 第4異議
第4異議に関する被申立国の主張はいくつかの

部分に分けて対処する必要がある。第1に、申立
人らが本契約又は本プロジェクトにおいて別個の
投資を有しているかという問題は、申立人らが投
資協定第1条との関係で（直接であれ間接であれ）
HVRECの過半数の持分を有しているかに関する
第2異議に組み込まれている問題の解決に依存す
るように見える［para.�43］。

第2に、被申立国が申立人らの請求を「契約上
の違反に関する請求」とみなしていることに関し
ては本案に関する詳細な調査が必要となる。仲裁
廷は、被申立国の行為がHVRECとの契約関係の
範囲内に留まるか、被申立国がHVRECの契約上
の権利を損なう方法で契約の枠外にある主権を行
使したかを考慮しなければならなくなる。このこ
とは第4異議を本案と合わせて審理することが迅
速であることを示す［para.�44］。

第3に、被申立国は第4異議を請求の受理可能
性に関わる異議であるとみなしている。管轄権に
異議が提起されている状況において仲裁廷が管轄
権を行使する際に特有の慎重に扱うべき必要性は
生じない［para.�45］。

以上より、第4異議を分岐審理する旨の決定は
しない［para.�46］。

6. 第5異議
被申立国によれば、申立人らは、被申立国に対し、

紛争の友好的解決を要求する書面による通知を
行っておらず、その趣旨の書面による通知から仲
裁申立前までに6カ月が経過していない［para.48］。

申立人らは2018年11月28日付の首相宛の書簡
から始まった被申立国に送付された紛争に関連す
る複数の書簡に依拠している。それらの書簡は
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2018年11月28日 付、2019年1月15日 付、 及 び
2019年5月12日付であり、最後の書簡は仲裁申立
ての6カ月以内に送付されている。被申立国は、
これらの書簡について、HVRECのレターヘッド
上に印刷されていたこと、全ての申立人らが署名
していないこと、及び「紛争の友好的解決」を明
確な表現で要求していないことを主張している

［paras.�49-51］。
仲裁廷は第2異議及び第3異議を分岐審理する

ことを選択しており、第5異議により提起された
問題は論ずべき範囲が狭くかつ自己完結的なの
で、第2異議及び第3異議とともに第5異議を先行
判断の段階に含めて判断する方が迅速である

［para.52］。

7. 結　論
第2異議、第3異議及び第5異議についての分岐

審理を命ずる[para.53］。

Ⅲ．解　説

1. 分岐審理（bifurcation）の意義等
分岐審理とは仲裁廷がある問題を他の問題から

切り離して先行する手続で審理することをいう。

分岐審理の目的のひとつは手続の効率化にあると
されるが、分岐審理は必然的に手続の遅れを伴い
得るので、分岐審理を行うことが常に手続の効率
化に資する訳ではないとの指摘もある1）2）。

仲裁廷は分岐判断をすべきかに関する広範な裁
量を有する3）。仲裁廷の分岐審理に関する決定に
対して独立の異議を申し立てることはできず、分
岐審理に関する決定が不適切であったことを理由
に仲裁判断の取消しが認められることはおよそ考
え難い。なお、管轄権に関する異議が分岐審理さ
れ、仲裁廷が自身に仲裁権限がある旨の判断を示
した場合、非ICSID仲裁であれば、当事者は裁判
所に対して仲裁廷が仲裁権限を有するかについて
の判断を求める申立てをすることができるが4）、
本件のようにICSID仲裁の場合、取消手続は
ICSID条約が定めており（52条1項）、ICSID仲裁
において“award”は当該事件における仲裁廷の最
終的な判断のみを意味する（ICSID仲裁規則47条
を参照）ため、管轄権（・受理可能性）を一部に
せよ肯定する決定は“award”とはされず5）、当該
決定について取消申立てをすることはできない。

2. 本仲裁廷の分岐審理に関する判断方法の適否
（1）Philip�Morrisの事案で示された基準を採用

1）Gary�B.�Born,�International�Commercial�Arbitration�(Second�Edition)(2014),�pp.2243-2244を参照。
2）Lucy�Greenwood,�Does�Bifurcation�Really�Promote�Efficiency?,�28�J.�Int’l�Arbitration�105�(2011)。平均すると分
岐審理を行った手続の方が分離手続を行わなかった手続よりも終局判断までに長い時間を要していることが指摘され
ている。
3）1976年版UNCITRAL仲裁規則（Article�21� (4)）は、仲裁廷が管轄に関する異議を先決問題（preliminary�
question）として取り扱うことを原則としていたが、2010年版UNCITRAL仲裁規則（Article�23� (3)）では管轄に関
する異議を含めた当事者からの異議の取扱いに関する指針を示す文言は含まれていない。
4）仲裁法23条5項、UNCITRAL�Model�Law�on�International�Commercial�ArbitrationのArticle�16(3)を参照。研究会に
おいて、仲裁廷が仲裁権限に関する独立の判断を下した場合には当事者が仲裁廷の当該判断につき裁判所の判断を求
めることができるようになる点は分岐審理する意義のひとつである旨の指摘があった（裁判所が仲裁廷の仲裁権限が
ない旨の判断を下し、仲裁廷が裁判所の判断を踏まえて仲裁手続を終了した事案の紹介とともに上記指摘がなされた）。
5）管轄権を肯定する場合、「管轄権決定（Decision�on� jurisdiction）」という名称となる（例、Churchill�Mining�v.�
Indonesia,�ICSID�Case�No.�ARB/12/14�and�12/40,�Decision�on�jurisdiction,�24�February�2014.�石川知子「投資協定
仲裁判断例研究（60）」JCAジャーナル61巻9号〔2014年〕40頁）。同様に、条約違反・責任の認定がなされても、損
害額に関する判断が部分的であれ残っている場合、“award”にはならない（例、RWE�v.�Spain,�ICSID�Case�No.�
ARB/14/34,�Decision�on�jurisdiction,�liability,�and�certain�issues�of�quantum,�30�December�2019.�濵本正太郎「投資
協定仲裁判断例研究（124）」JCAジャーナル67巻8号〔2020年〕30頁）。他方、管轄権ないし受理可能性が否定され
る場合は、それが当該事件に関する最終的な判断となるため、“award”とされる（例、Renée�Rose�Levy�and�
Gremcitel�v.�Peru,�ICSID�Case�No.�ARB/11/17,�Award,�9�January�2015.�安西統裕「投資協定仲裁判断例研究（70）」
JCAジャーナル62巻8号〔2015年〕16頁）。
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しなかったこと
Philip�Morrisの事案で示された基準につき、1

つの事案で採用された基準を元の文脈から離れて
杓子定規に適用することは適切ではないと指摘し
たことは適切である。特にPhilip�Morrisの事案
で示された基準は当該事件における両当事者から
の示唆を踏まえたものであり、個別具体的な手続
のために示された基準であると評価し得る点は留
意すべきである6）。

（2）本仲裁廷が採用した分岐審理に関する判断方
法の適否

考慮すべき事項を列挙しつつも、それらの事項
を考慮要素に留め、最終的には「公正かつ迅速か」
という抽象的な基準に従って判断する方法を採用
したことは、判断過程を当事者に分かり易く示す
ことを可能にしつつ、仲裁廷の分岐審理に関する
判断の裁量を過度に制約しないので、方向性とし
ては適切である。個々の考慮要素も概ね適当であ
ると考えるが、以下、何点かコメントする。

分岐審理に関する判断に際しては、分岐審理す
ることが手続全体に要する時間・費用・労力を短
縮できるかを実質的に考慮した方がよいと考える。
この観点からは、被申立国からの異議が「根拠薄
弱又は訴権濫用」であるか等の異議が認められる
可能性の程度を考慮することは適切と考える。一
見して「根拠薄弱又は訴権濫用」と判断できる異
議は一定数存在し、そのような異議をわざわざ分
岐審理する必要はない。本仲裁廷の「分岐審理の
ために主張された異議の内容が、それが実際に仲
裁廷により審理及び判断されるときには相当程度
変遷していることもあり得ない訳ではない」との
指摘は傾聴に値するが、仲裁廷がこの点に留意し
た上で判断すれば十分であると思われる。

2つ目の考慮要素である「その異議は、受理可
能性、責任、又は損害額ではなく、管轄の問題を
提起しているか」に関し、本仲裁廷は「管轄権に
関する異議は先行判断の段階で判断されると推定
すべきと主張している訳ではなく、この点を関連
要素として考慮すべきと考える」とする。本仲裁
廷がこの要素を考慮要素として挙げた理由付けか
らすれば、管轄の問題は原則として分岐審理を行
うとする方が素直な帰結であり、本仲裁廷の立場
は中途半端である。また、手続の迅速化・効率化
に資する可能性が低ければ管轄に関する異議でも
分岐審理すべきではなく、管轄の問題かそれ以外
の問題かという点を分岐審理の判断において過度
に重視すべきではない7）。

1つ目の考慮要素である「その異議が現時点で
仲裁廷に提出されている資料に基づいて判断すべ
き重要な問題を提起しているか」に関しては、最
終的な「公正かつ迅速か」という基準との関係性
がわかりにくい。本仲裁廷が挙げる例のうち、異
議の根拠となる事実に関する主張を有効に行うこ
とができないことを分岐審理の否定の方向で考慮
することは迅速という観点から理解し易い。一方
で、既存の判例法から指針を見出せないような完
全に新しい法的論点であるが故に重要な問題が生
じることを分離審理の肯定の方向で考慮すること
を示唆しているが、その理由が明確ではなく、補
足説明を加えて欲しかった（他の問題と分離して
審理した方が、効率的な検討が行えるので手続の
迅速化に資する、又は、異議を提起した当事者が
十分な主張を行えなくなる可能性を低減するので
公正な手続の実現に資する等との考慮であると推
察している）。

6）Philip�Morris�v.�Australia,�Procedural�Order�No.8,�para.�109及びnote�213を参照。
7）Glamis�Gold,�Ltd.,�v.�The�United�States�of�America,�Procedural�Order�No.2�(Revised),�para.�12.c.を参照。
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本号では、仲裁合意の客体的範囲や、本案に対
する答弁が仲裁合意の放棄を意味するかといった
点について判断した2003年のスペイン最高裁判所
の判決を取り上げる。本案に対する答弁が仲裁合
意の放棄を意味するかについての判示は、本稿（12）
で紹介した2006年9月5日のスペイン最高裁判決の
前提となるものである。また、仲裁合意の客体的
範囲についての判断は、上記2006年9月5日のスペ
イン最高裁判決と逆方向であるが、これは事案を
異にすることを理由として説明されようか。

Turibunal Supremo (Sala de lo Civil) Sentencia 
num. 771/2003 de 26 julio. (最高裁判所民事法廷
2003年7月26日判決771/2003)

【事案の概要】
判決文から必ずしも判然としないが、X社（株

式会社。原告、控訴人、上告人）は、Y（自然人。
被告、被控訴人、被上告人）と、ジローナにおい
てバルRを経営する会社を設立する契約を1992年
5月11日に締結したようである（以下この契約を

「本件契約」という）。本件契約には、仲裁条項が
付されていた（以下「本件仲裁合意」という）。
詳細は不明であるが、この事業は、会社の設立に
至る前に頓挫してしまった。そこでXはYを被告
として、契約の解除を宣言するほか、債務不履行
に基づく損害賠償をYに命じる判決を求めて訴え
を提起した（旧法である1881年2月3日の民事訴

訟 法 上1） の 少 額 通 常 訴 訟〔juicio ordinario 
declarativo de menor cuantía〕として提起された
ようである。なお、Yの他数名が共同被告とされ
ているが、割愛する）。第1審受訴裁判所であるジ
ローナ第1第1審裁判所において、Yは、主位的に
仲裁合意の抗弁を主張し訴え却下判決を求めつ
つ、予備的に請求棄却判決を求めた。同時に、X
の訴えを却下しない場合の予備的反訴として、契
約の解除を宣言し、バルRの営業に対する投資に
よりYに生じた損害の賠償をXに命じる判決を求
める反訴を提起した。

1996年4月1日に、ジローナ第1第1審裁判所は、
Yの仲裁合意の抗弁を容れ、Xの訴えを却下する
判決を出した。これに対してXが控訴を提起した
が、控訴審裁判所であるジローナ県裁判所第1部
は、Xの控訴を棄却した。

これに対して、1997年11月21日にXが上告し
た。上告理由として主張された点は、下記の点で
ある（Y以外の被告に対する請求を対象とするも
のも含め、その他の上告理由も主張されているが、
割愛する）：
① 1988年12月5日の仲裁法2）5条（：仲裁が有効であ

るためには、明示的に仲裁判断に服する旨の意思
表示が必要だとする規定）違反。本件訴訟では、
本件契約で規定された会社の設立前の問題が訴訟
の対象となっている以上、本件訴訟は本件仲裁合
意の対象外だというのがその理由である。

② 仲裁法13条（仲裁人の人数は奇数でなければ

国際商事仲裁ADR判例紹介（16）

八田卓也 Takuya Hatta

神戸大学大学院法学研究科教授

1）以下「旧民事訴訟法」という。スペインで現在効力を有しているのは、2000年1月7日の民事訴訟法（法律1/2000号）
であるが、この事件には旧民事訴訟法が適用される。
2）以下本文で単に「仲裁法」という。なお、スペインで現在効力を有しているのは2003年12月23日の仲裁法（法律
60/2003）であるが、この事件に適用になるのは、旧法である1988年12月5日の仲裁法である。
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ならないとする規定）違反。本件仲裁合意上、
仲裁人2名の関与のみが規定され、両仲裁人間
で意見の齟齬が生じたりその他の事情が生じた
りした場合には当事者が第3の仲裁人や補充的
仲裁人を任命しなければならないとされていた
ことを理由とする。

③ 仲裁法11条2項（当事者が本案について答弁し
た場合には仲裁合意の抗弁が無効となるとする
規定）違反。Yが、県裁判所に出席して仲裁の
抗弁を主張するだけでなく、請求に対して答弁
したり、反訴を提起したりする等の重要な訴訟
行為をすることにより、黙示的に仲裁合意の抗
弁の主張を放棄したことを理由とする。

【判決要旨】
最高裁判所は、概要以下のように述べて、Xの

上告を棄却した。
上告理由①は採用できない。原審の適法に確定

したところによれば、本件仲裁合意を含む本件契
約は、当事者間の関係を規律する基本的な文書で
あり、単なる予備契約や準備的な契約とみること
はできず、むしろYとXの間のバルRを経営する
ための会社が〔契約の〕署名の時から有効となる
という形で、現在において効力を生じる当事者間
の会社設立の契約を構成している。そのことは、
その明示的な内容及び民法1282条以下の条文に
照らした解釈、とりわけ契約と同時に若しくは契
約時以後になされた〔当事者の〕行為から推認さ
れ、原判決で詳説されている証明された事実から
帰結される。
〔上告理由で〕指摘された議論を受けて思慮す

るに、会社の共同経営者は、両者の間で意見の食
い違い等が生じた場合にはそれを仲裁により解決
する旨を規定する本件仲裁合意にいう〔共同経営
者と〕は、XとYを指すものであり、このことは
この上告理由でも否定されておらず、その他契約
の解釈に関する何らかの規定の違反を理由とする
上告理由は主張されていない。

したがって、第１に、本件仲裁合意は文書によ
り明確になされており、当事者の仲裁に服する旨
の意思を明白な形で示している。第２に、契約の
有効性のために必要な一般的要件は満たされてい
る。よって、有効な仲裁合意は、当事者に対して

合意内容にしたがって行動することを義務付け、
裁判所が仲裁に服せしめられた事項について審理
判断することを妨げる旨を規定した仲裁法11条
の規定に従う必要がある。

上告理由②も採用できない。仲裁法9条1項の
規定によれば、仲裁合意の内容は、仲裁人の選任
及び手続の規律の決定にまで及ぶことができ、当
事者がこれらの点について取り決めをしていない
場合には、いつでも補充的な合意により仲裁合意
の内容を補充することができるとされており、こ
の規定によれば、仲裁合意における仲裁人の指名
は任意的なものであり、それを事後的な取り決め
により補完することは認められる。

上告理由③も採用できない。〔上告理由が言う
ような〕仲裁合意の抗弁の放棄についての厳格な
解釈を採用することはできない。なぜなら、その
ような解釈を採用すると、高額通常民事訴訟手続

〔juicio ordinario declarativo de mayor cuantía〕
における場合を除いて3）仲裁合意の抗弁の当事者
による援用や裁判所による採用が不可能になるか
らである。というのも、請求に対する応答が仲裁
合意の抗弁の提出と異なる訴訟行為を含むと主張
される限り、仲裁合意の抗弁を、その放棄と通常
民事訴訟における応訴義務を惹起することなく提
出することが出来なくなってしまうからである。
同様に、仲裁合意の抗弁以外のいかなる主張（訴
訟上のもの、本案に関わるものの双方を含む）も、
仲裁合意の抗弁を放棄して通常の裁判手続に服す
る旨の意思表示と理解しなければならない以上、

〔本件で〕仲裁合意の抗弁は請求に対する応答に
おいて請求に対する反論の唯一の理由として提出
されなければならなかった、とする立場も採用す
ることはできない。なぜなら、本件においては、
請求に対する応答がその提出にとって適切な時機
になされている以上、本案についての答弁が提出
されなければ、結果として、被告に対して防御の
機会を与えることなく、仲裁合意の抗弁を否定し
て本案について判断をするということが起こり得
るからである。これは被告に対する重要な手続保
障の侵害となる。

（追記）本判決も、コルドバ大学講師マリア＝ホ
セ＝カタラン氏にご提供頂いた。記して感謝する。

3）本件に適用になる旧民事訴訟法上、仲裁の抗弁等、本案前の抗弁を提出する段階が本案の答弁をする段階よりも
前に存在するからであると考えられる。旧民事訴訟法532条参照。それに対し、少額訴訟手続においては、そのよう
な段階が存在しないため、本案前の抗弁と本案上の防御方法を分けて提出する手立てが訴訟法上そもそも与えられて
いない。旧民事訴訟法687条。マリア＝ホセ＝カタラン講師のご教示に負う。
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Dr. Kilian Bälz, Prozessführungsverbote durch 
Schiedsgerichte?, SchiedsVZ 2021, 204は、ド
イツ仲裁手続法雑誌2021年4号に公表された。題
名は「仲裁廷による訴訟遂行禁止？」である。著
者はベルリンの弁護士。

本論文の出発点は、ドイツ連邦最高裁判所
BGHの2019年10月17日 判 決（NJW 2020, 399）
である。判決要旨は、①内国裁判籍の合意は、こ
の裁判籍でのみ訴えを提起する義務を生じさせ
る。②契約当事者が米国裁判所に提訴することに
よってこの義務に有責で違反したとき、米国裁判
所が無管轄を理由に訴えを却下し、かつ合衆国の
訴訟法（米国式費用ルール）に基づき訴訟費用の
償還を命じないならば、その当事者は、BGB280
条1項により、応訴のための費用を補填する義務
を負う、とする。本判決の事案では、米国とドイ
ツの各通信会社がしたネットワークのデータ交換
事業に関して締結された契約書において「本契約
の準拠法はドイツ法とする。ボン（ドイツ）を裁
判管轄地とする。」という条項が問題になった。
この契約当事者間においてデータ容量の争いが生
じ、2016年、米国会社は、上記の裁判管轄の合
意を無視して米国裁判所においてドイツ会社を被
告として追加容量の付与を求める訴えを提起し
た。被告は裁判管轄の合意を援用して米国裁判所
の裁判管轄を争った。米国裁判所は裁判管轄の不
存在を理由に訴えを却下したが、被告のための弁
護士費用の負担を命じなかった。次に、米国会社
はボン地裁で再訴したところ、被告ドイツ会社は
米国裁判所の手続で生じた弁護士費用（約20万
米ドル）を補填するための損害賠償請求の反訴を

提起した。ボン地裁は本訴請求を棄却し（確定）、
被告の反訴を認容したが、ケルン高裁は第1審判
決を取り消して反訴請求を棄却した。これに対す
る反訴被告の上告は奏功し、BGHは原判決を取
り消して上記のとおり判示し、反訴請求の賠償額
をさらに審理させるため原審に差し戻した。

ドイツの従来の通説によれば、管轄裁判所合意
は管轄権の創設または排除という訴訟上の効力を
生じさせるだけであって、実体法的義務付けの効
果はなく、その合意に違反しても債務不履行によ
る賠償義務（BGB280条1項）を生じさせないと
されてきた。従来の学説で、裁判管轄合意に付加
して実体法上の義務付けを合意することは可能で
あるとする有力説はあったが、実務ではそのよう
な追加的義務付けを明文化することはほとんど見
られなかった。ところが、本BGH判決は、「ボン
を裁判管轄地とする」という条項だけで、当事者
は米国ではなくドイツの裁判所にのみ提訴する義
務を合意したと解釈できる、と判断したのである。
このBGH判決を評釈するNJW 2020, 399 mAnm 
Wais; Antomo EuZW 2020, 143; Colberg IPRax 
2020, 426; Pfei f fer/Wei ler RIW 2020, 321; 
Zimmermann ZEuP 2020, 964等は、すべて、ド
イツの紛争解決地としての価値を高めるとして本
判決に賛成の立場を示している。

本欄で紹介するBälz論文は、裁判管轄合意条項
の解釈に大転換をもたらしたこのBGH判決の法
理が仲裁合意違反の場合にも適用可能であり、そ
れによって仲裁廷による訴訟遂行禁止(anti-suit-
injunction)の途をひらいたことを主張する。最初
に著者は、当事者が仲裁条項を無視するまたは潜

国際商事仲裁ADR文献紹介（17）

安達栄司 Eiji Adachi

立教大学法学部教授
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脱するために国家裁判所を利用する典型として、
３事例を挙げる。事例１：ある企業が原子力発電
所建設の契約を締結した。契約の中にはドイツを
仲裁地とする仲裁合意が含まれている。契約上の
保証期間の経過後、注文者は（契約上排除されて
いる）不法行為請求権を自国で主張し、そこで（組
織内の）決裁手続の違反があったので仲裁条項は
無効である、と主張する。事例2：国際的代理店
契約の終了後、代理店が自国の裁判所で補償請求
を主張し、そこで代理店約款中のドイツ法の指定
および国際仲裁による紛争解決の条項は自国法に
よれば顧慮されない、と主張する。かくしてドイ
ツ商法92条Cによる補償請求権の排除が潜脱され
る。事例3：ジョイントベンチャーの当事者が利
益分配で争っている。ジョイントベンチャー契約
書中の仲裁条項を回避するため、相手方の外国会
社は自己の本拠地の裁判所に訴えを提起し、そこ
でジョイントベンチャー契約の各合意の無効を主
張し、また契約とは異なる利益配分を要求する。
いずれの事案においても外国での提訴には膨大な
費用がかかるが、当該外国の手続法は費用償還請
求を認めていない。そこで問題となるのが、仲裁
条項に忠実な当事者は外国の長期にわたる裁判手
続が終了するのを待ってようやく損害賠償請求を
しなければならないのか、それともすぐに仲裁合
意に反する訴訟の差止めを、合意された仲裁廷に
申し立てることができるのか、である。Bälzは、
前記BGH判決後のドイツ法の状況をふまえてこ
の問題を検討する。

Bälzによれば、裁判管轄合意が合意裁判所での
提訴を義務付けるとするBGH判決の趣旨は、国
際取引における仲裁合意にいっそう妥当する。仲
裁合意は仲裁廷の管轄だけでなく、仲裁手続を利
用する実体的義務を生じさせる。国際取引で当事
者は紛争解決が予測可能であることに利益を持
ち、事例2および事例3では費用および時間の点
で統一的かつ単一的な紛争解決が必要となる。し
たがって、仲裁条項は、仲裁廷の専属的管轄の合
意と並んで、仲裁合意に反する提訴を断念して、
仲裁廷に紛争を持ち込む義務を通常含む。当事者
がこの義務に反するならば、BGB280条1項1文に
よる損害賠償義務を生じさせる。損害賠償は、仲
裁合意に忠実な当事者が仲裁合意の不遵守によっ
て被った直接損害と間接損害の全てに及ぶ。この
義務違反状態が続くならば、BGB280条1項に基
づきさらに差止請求もできる。差止請求はBGB 

249条1文に基づくもので、仲裁合意に反する訴
えの取り下げと合意違反行為の中断、さらに訴訟
遂行禁止が補償措置となる。たしかにドイツ法も
EU民事訴訟法も、裁判所が外国裁判所に対して
発する訴訟遂行禁止を認めていない(West Tanker 
事件)。しかし仲裁および仲裁廷による訴訟遂行
禁止はEU法の適用外にある。また、仲裁廷の訴
訟遂行禁止の宛名は外国裁判所ではなく仲裁当事
者なので、国際法上の主権侵害の問題は生じない。
訴訟遂行禁止は、憲法上の司法的保護（GG19条
4項）の不当な制限をもたらさない。当事者は仲
裁条項の無効を仲裁手続においてまたは仲裁地の
裁判所で主張することができるからである。

なお、仲裁廷による訴訟遂行禁止命令は、多く
の場合、外国で強行されることはないので、その
有用性に疑問が生じる。ニューヨーク条約による
としても承認国法によって仲裁適格を欠く（事例
2および3）、または当事者に仲裁条項を合意する
資格がないという理由であるいは公序違反の理由
で、訴訟遂行禁止命令の承認が拒絶される。Bälz
はしかし、そうであるからと言って、仲裁廷の訴
訟遂行禁止について手続的利益がなくなるわけで
はない、と主張する。仲裁手続の場合、国家裁判
所の手続のような訴えの利益が必要かどうか疑問
である。さらに、仲裁合意に反する外国訴訟係属
は仲裁手続では顧慮する必要がないし、将来の執
行の現実性も手続要件にならない。さらに自己の
管轄権を確認する（外国裁判所の無管轄を確定す
る）仲裁廷の判断は外国裁判所の判決の執行を排
除する。かくして、訴訟遂行禁止命令は外国判決
の執行に対する防御的措置になり、実務上の有用
性は大きい。Bälzは最後に、差止請求権を判断す
る仲裁廷の権限について検討し、問題はないとす
る。ドイツ仲裁法は仲裁廷に自己の管轄権を判断
する権限を与えているので、仲裁廷の管轄権を保
障するための措置を出すことができ、そのひとつ
に訴訟遂行禁止があり、標準的な仲裁条項の文言
からも明らかである。仲裁廷が発令する保全処分
の制度とも整合する。

仲裁合意の実体的効力に注目して訴訟遂行禁止
の有用性を説く本稿は、紛争解決方法としての仲
裁の価値を引き上げようとするもので注目に値す
る。日本法にとっては、外国訴訟の応訴にかかる
弁護士費用を当事者の損害として観念するBGH
判決の前提をどこまで共有できるかが最初に問題
になるだろう。
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本連載は、2019年7月2日にハーグ国際私法会議
の外交会議第22会期で採択された「民事又は商事
に関する外国判決の承認及び執行に関する条約」1）

（以下「判決条約」という）の逐条解説である。
今回は、判決条約の7条1項a号からd号までを解説
する。

第7条

第7条
承認及び執行の拒否

１�　承認又は執行は、次に定める場合には拒
否することができる。

　ａ�　訴訟手続を開始する文書又はこれに類
する文書（請求の不可欠な要素の記載を
含まなければならない。）が、

　　ⅰ�　被告に対して十分な期間を置き、か
つ防禦の準備をすることができる方法
で通知されていない場合（ただし、判
決を下した裁判所の所属国の法律が通
知について争うことを認めていること
を条件として、被告が判決を下した裁

判所に出廷して通知について争うこと
なく応訴をしたときは除く。）、又は、

　　ⅱ�　承認又は執行を求められた国にいる
被告に対して、その国の文書の送達に
関する基本原則に反する方法で通知が
された場合

　ｂ�　判決が詐取された場合
　ｃ�　承認又は執行が、それを求められた国

の公序に明らかに反する場合（判決に至
る特定の訴訟手続がその国の手続的公正
の基本原則に反する場合、及びその国の
安全又は主権の侵害を伴う場合を含む。）

　ｄ�　判決裁判所における手続が、当該紛争
について判決国以外の国の裁判所におい
て解決する旨の合意又は信託証書におけ
る指定に反する場合

　ｅ�　判決が、同一当事者間の紛争について
承認又は執行を求められている国の裁判
所によって下された判決と抵触する場
合、又は、

　ｆ�　判決が、同一の当事者間で同一の対象
事項に関して他の国の裁判所で先に下さ
れた判決と抵触する場合。ただし、その

外国判決の承認・執行に関する新しいハーグ条約（10）

竹下啓介 Keisuke Takeshita

一橋大学大学院法学研究科教授

1）Convention�on�the�Recognition�and�Enforcement�of�Foreign�Judgments�in�Civil�or�Commercial�Matters,�concluded�2�
July�2019.�なお、条約本文やその解説報告書であるFrancisco�Garcimartín�and�Geneviève�Saumier,�Explanatory�
Report�on�the�Convention�of�2�July�2019�on�the�Recognition�and�Enforcement�of�Foreign�Judgments� in�Civil�or�
Commercial�Matters（以下では「判決条約解説報告書」という）を含め、ハーグ国際私法会議の文書については、そ
の多くが<http://www.hcch.net/>で閲覧可能である。
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先に下された判決は承認又は執行を求め
られている国において承認されるために
必要な要件を具備していなければならな
い。

２�　承認又は執行は、承認又は執行を求めら
れている国の裁判所に同一の当事者間にお
ける同一の対象事項に係る手続が係属して
いる場合であって、次に掲げるときは、延
期又は拒否することができる。

　ａ�　判決裁判所よりも先に承認又は執行を
求められた国の裁判所において係属して
おり、かつ、

　ｂ�　当該紛争と承認又は執行を求められた
国との間に密接な関係が存在していると
き。

　�本項に基づく拒否は、当該判決の承認又は
執行を求める後続の申立てを妨げない。

1．判決の承認・執行の拒否事由
判決条約5条及び6条の規定によって判決国（判

決を下した裁判所（判決裁判所）の属する締約国
をいう。以下同じ）の裁判所が下した判決が条約
上の承認・執行について「適格」（eligible）となっ
た場合にも、7条に規定される承認拒否事由があ
れば、他の締約国は当該判決の承認・執行を拒否
することができる。同条1項に規定される事由は、
基本的に2005年の「裁判所の選択合意に関する
条約」2）（以下「管轄合意条約」という）9条に倣っ
たものであり、承認・執行が求められる判決又は
それが下された訴訟手続に関する事項（判決条約

7条1項a号からd号）と、承認・執行が求められ
ている国（以下「承認国」という）で効力を有す
る判決と抵触する場合（同項e号及びf号）に区別
される。また、基本的に専属的管轄合意を対象と
する管轄合意条約とは異なり、判決条約が適用さ
れる状況においては、締約国の裁判所で判決が下
された場合であっても、同一の紛争について他国
の裁判所で訴訟手続が係属している場合も想定さ
れるため、同条2項では、国際的な訴訟競合に対
応するための規律が定められている。

このような拒否事由の規律については、事由が
ある場合に当該判決の承認・執行の拒否を締約国
に義務付けることで、締約国における法統一を実
現する可能性もある。しかし、7条では、締約国
による判決の承認・執行の拒否を義務的なものと
はしなかった。条文において拒否「できる」（may）
と規定されている点は、承認・執行の拒否を原則
としつつ、例外的に行使できる裁量を締約国或い
はその裁判所に与える趣旨3）ではなく、あくまで
締約国に承認・執行の拒否についての判断を委ね
る趣旨であると考えられる4）。そのため、例えば、
外国判決の承認が自国の判決との抵触を引き起こ
す場合に、7条1項e号で承認を拒否することも可能
ではあるが、外国判決の方が先に確定し、自国の
判決が下された段階では既に自国で効力を有して
いた場合に、外国判決の効力を優先して、むしろ
自国の判決を再審で取り消す5）といった対応をす
ることも可能である。

2）Convention�on�the�Choice�of�Court�Agreements,�concluded�30�June�2005.�条約の日本語訳は道垣内正人編著『ハー
グ国際裁判管轄条約』（商事法務、2009年）313頁以下に掲載されている。
3）「仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（昭和36年条約10号、以下「ニューヨーク条約」という）5条1項におい
て仲裁判断の承認・執行を拒否「できる」（may）と規定されている趣旨については、法統一の実現の観点から義務的
なものと解する見解もある（Cf.�Patricia�Nacimiento,�Article�V(1)(a),�in�Herbert�Kronke�et�al.�(eds.),�Recognition�and�
Enforcement�of�Foreign�Arbitral�Awards:�A�Global�Commentary�on�the�New�York�Convention�(2010),�p.�208）が、一
般的には拒否義務はないと解されており（Cf.�Gary�B.�Born,�International�Commercial�Arbitration�(2021),�§26.03[B]
[6]）、判決条約も、法統一を目的とするモデル法等と異なり、締約国に国際法上の義務を課す条約である以上、同様
に解さざるを得ないと考えられる。
4）判決条約解説報告書パラグラフ246参照。そこでは、締約国は、全ての事由について判決の承認を拒否する国内法
を採用することも、いくつかの事由との関係で判決の承認を拒否しない国内法を採用することも、これらの事由があ
る場合の承認・執行について裁判所の裁量に委ねる国内法を採用することも、いずれも可能であるとしている。
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2. 個々の承認・執行拒否事由（1項）
（1）被告に対する適切な通知（a号）

判決条約7条1項a号では、請求の不可欠な要素の
記載を含む訴訟手続を開始する文書等が被告に対
して適切に通知されなかったことを承認・執行の
拒否事由として規定している。これは、若干の表
現の変更はあるものの、管轄合意条約9条c号と同
様の規定である6）。この規定は、2016年の特別委員
会第1回会合に提出された作業部会草案7）7条1項a
号と同じものであり、修正されることなく判決条
約に規定されることとなった。日本の民事訴訟法
118条2号でも、敗訴の被告に対する適切な送達の
実施が外国判決の承認要件とされており、同趣旨
の規定であるといえるが、規律の詳細は異なる。

まず、判決条約7条1項a号（i）では、そのよう
な通知が「十分な期間を置き、かつ防禦の準備を
することができる方法」でされていない場合に、
承認・執行の拒否を認めることが規定されている。
これは、そのような通知を受ける被告の手続上の
利益を保護し、被告が審問を受ける権利を確実に
するための拒否事由である8）。日本の民事訴訟法
118条2号の解釈としても、同号の要件をみたす
ためには、敗訴の被告の実質的防御権が確保され
る方法で、すなわち外国裁判に対応するために適
切な時期に（適時性）、被告が手続の開始や請求

内容を了知できる方法で（了解可能性）、送達が
されたことが必要であると解されており9）、基本
的に同趣旨の承認要件であると考えられる。ただ
し、同号では公示送達は明確に承認要件をみたさ
ない送達方法とされているが、判決条約では通知
の方法は定められていない。この点、承認が求め
られた裁判所の判断の如何によっては、公示によ
る通知であっても「十分な期間を置き、かつ被告
が防禦の準備をすることができる方法」に該当し
得ることが判決条約解説報告書では示唆されてい
る10）。また、一般的に被告の応訴11）によって瑕
疵が治癒することとなる日本の民事訴訟法の規定
に対して、判決条約では、あくまで被告が判決国
の手続で通知の瑕疵を争うことができるにもかか
わらず争わずに出廷して応訴12）をした場合にの
み、瑕疵が治癒することとなるに過ぎず、条約上
の治癒の範囲が限定されている。

次に、判決条約7条1項a号（ii）では、承認国
の利益を保護するため、文書の送達に関する承認
国の基本原則に反する方法によって承認国で被告
に通知がされた場合に、判決の承認・執行の拒否
が認められることを規定している。この拒否事由
は、手続を開始する文書の送達を主権行為と捉え、
外国の文書の自国における送達について、国際条
約による許可が与えられていない限り、自国の主

5）日本でも、内外判決の平等の観点から、同様の解釈論も主張される。例えば、古田啓昌「判批」櫻田嘉章＝道垣
内正人編『国際私法判例百選〔第2版〕』（有斐閣、2012年）227頁参照。ただし、同評釈の対象である大阪地判昭和
52年12月22日判タ361号127頁では、確定の前後にかかわらず、日本の裁判所の確定判決がある場合、それと同一当
事者間で、同一事実について矛盾抵触する外国判決を承認することは、公序違反となると判断している。
6）表現の修正としては、例えば、管轄合意条約では被告を指し示す人称代名詞（目的格）にhimを用いていたが、判
決条約ではthemが用いている点を指摘することができる。
7）“Proposed�Draft�Text�on�the�Recognition�and�Enforcement�of�Foreign�Judgments”,�drawn�up�by�the�Working�
Group�on�the�Judgments�Project,�Prel.�Doc.�No�1�of�April�2016�for�the�attention�of�the�Special�Commission�on�the�
Recognition�and�Enforcement�of�Foreign�Judgments.
8）判決条約解説報告書パラグラフ250。
9）最判平成10年4月28日民集52巻3号853頁でも「被告が現実に訴訟手続の開始を了知することができ、かつ、その
防御権の行使に支障のないものでなければならない」とされており、その理解として、了解可能性及び適時性を要求
する趣旨であると解されている。長田真里「判批」櫻田＝道垣内・前掲注5)220-221頁。
10）判決条約解説報告書パラグラフ251。そこでは、ドイツ民事訴訟法の公示送達によって訴訟の開始を知らせる送
達がされた判決をEU法が排除していないと判断したEU司法裁判所（CJEU）の判決（CJEU,�Judgment�of�15�March�
2012,�G�v.�Cornelius�de�Visser,�C-292/10,�EU:C:2012:142）が引用されている。
11）管轄違いの抗弁を含む被告の応訴である。前掲注9）最判平成10年参照。
12）判決条約解説報告書脚注168によれば、このような主張は、本案についての主張のみならず、管轄違いの抗弁等
の主張でも十分であるとされる。
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権を侵害するものとして有効な送達でないと考え
る国に配慮したものである13）。また、文書の送達
に関する基本原則は承認国のものであり、それに
反するかの判断も承認国に委ねられる。判決条約
解説報告書においては、ハーグ国際私法会議で
1965年に採択された「民事又は商事に関する裁
判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告
知に関する条約」（昭和45年条約7号）14）の13条1
項で条約の規定に従って要請された送達又は告知
が「主権又は安全を害する性質のものである」場
合に受託国は要請を拒否することができる点に言
及しつつ、双方の条約で実現しようとする保護は
類似的であることが指摘されており15）、これは、
少なくとも、承認国の主権又は安全を害するよう
な場合には、承認国の基本原則に反することを示
唆していると考えられる。民事訴訟法118条2号
の解釈としても、日本（承認国）で送達が行われ
た場合には、日本の民事訴訟手続に関する法令の
規定に従ったものであることは要しないが、裁判
上の文書の送達について、判決国と日本との間に
司法共助に関する条約が締結されていて、訴訟手
続の開始に必要な文書の送達がその条約の定める
方法によるべきものとされている場合には、条約

に定められた方法を遵守しない送達は要件をみた
さないと解されている16）。日本が締結する条約に
定められた方法を遵守していない送達が日本でさ
れた場合、そのような送達方法は承認国である日
本の基本原則に反する方法となると解されるた
め、双方の規律は類似的であるといえる17）。ただ
し、判決条約では、この事由が認められる場合に
は被告の応訴による条約上の瑕疵の治癒を規定し
ていない点で、日本の民事訴訟法の規律と異なる。
しかし、判決条約のこの拒否事由が承認国の利益
の保護・秩序維持のためのものであることからす
ると、応訴による瑕疵の治癒を認めないことにも
合理性があると考えられる18）。

（2）判決の詐取（b号）
判決条約7条1項b号は、判決が詐取されたこと、

すなわち詐欺に基づいて下されたことを承認・執
行の拒否事由として掲げる。詐取における詐欺と
は、不公正若しくは不当な利益を守るために又は
他人の権利を奪うために、故意に騙そうとする行
為である19）。具体的には、例えば、当事者が重要
な証拠を意図的に隠匿した場合に、判決が詐取さ
れたこととなると解される20）。

13）判決条約解説報告書パラグラフ253。Cf.�Trevor�Hartley�and�Masato�Dogauchi,�“Explanatory�Report�on�the�2005�
Hague�Choice�of�Court�Agreements�Convention”,�para.�187.�以下、この報告書を「管轄合意条約解説報告書」という。
報告書の日本語訳は道垣内・前掲注2)338頁以下に掲載されている。
14）Convention�on�the�Service�Abroad�of�Judicial�and�Extrajudicial�Documents� in�Civil�or�Commercial�Matters,�
concluded�on�15�November�1965.
15）判決条約解説報告書パラグラフ254。
16）前掲注9）最判平成10年参照。
17）民事訴訟法118条2号要件について、判決国法上の適式性を求める趣旨であると理解する見解もある（例えば、芳
賀雅顕『外国判決の承認』（慶応義塾大学出版会、2018年）140頁、兼子一他『条解民事訴訟法〔第2版〕』（弘文堂、
2011年）632頁［竹下守夫］、長田・前掲注9）221頁、安達栄司『国際民事訴訟法の展開』（成文堂、2000年）200頁等）
が、少なくとも判決条約の文言上は判決国法上の適式性を直接的に問題とすることはできず、この理解を前提とする
限り、同号の要件は判決条約とは類似的とはいえないこととなろう。なお、同号の他の理解としては、渡辺惺之「外
国判決承認に関する新民訴法118条2号について」阪大法学47条4・5号（1997年）869頁も参照。
18）澤木敬郎＝道垣内正人『国際私法入門〔第8版〕』（有斐閣、2018年）347-348頁も参照。なお、仮に同様の規律
を日本の民事訴訟法の解釈として実現しようとするならば、日本が締結する条約等を遵守しないで日本における外国
裁判のための送達がされた場合に、日本の公序（手続的公序）違反として同法118条3号をみたさないと解し、被告の
応訴による瑕疵の治癒を否定することが考えられる。
19）判決条約解説報告書パラグラフ255。
20）判決条約解説報告書パラグラフ256では、管轄合意条約解説報告書パラグラフ188を参照しつつ、証拠の隠匿の他、
当事者が、故意に誤った住所に呼出状を送付したり、審問の時間や場所について誤った情報を提供したりする場合も、
判決が詐取されたこととなるとする。
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管轄合意条約9条d号では、判決が「手続事項
に関して」詐取された場合のみを対象としており、
作業部会草案7条1項b号では同様の限定が付され
ていた。しかし、特別委員会第1回会合後に作成
された2016年条約準備草案21）の段階で、広く実
体事項に関する詐取も含める趣旨で「手続事項に
関して」という限定は削除され、そのまま判決条
約7条1項b号の規定となった。ただし、管轄合意
条約についても、本案についての詐欺は公序の例
外に該当する可能性があると解されており22）、い
ずれの条約の下でも実体事項に関する詐取がされ
た場合に承認・執行を拒否することはできると考
えられるため、実際上の差異はあまりないと評価
することもできるであろう23）。

（3）公序違反（c号）
判決条約7条1項c号では、判決の承認・執行が承

認国の公序に明らかに反することを承認・執行の
拒否事由として規定している。管轄合意条約9条e
号と同様の拒否事由であり、その趣旨は、基本的に、
日本の民事訴訟法118条3号の公序要件とも同様で
ある。ただし、日本の民事訴訟法の文言とは異なり、

双方の条約では「明らかに」公序に反する場合に
限定されており、これは公序の例外の過剰な利用
を防止する趣旨であると説明される24）。なお、特
別委員会第1回会合では、この「明らかに」という
文言が曖昧であることから削除することの提案が
された25）が、採用されなかった。また、このよう
に公序違反の拒否事由を限定することについては、
他にも、特別委員会第2回会合で「国際的公序」

（international�public�policy）という文言を用いるべ
きとする提案があったが、採用されなかった26）。

判決条約7条1項c号では、明らかに公序に反す
る場合について、2つの例を掲げている。まず、
承認国の「手続的公正の基本原則に反する場合」
が例示されており、これは管轄合意条約9条e号と
同様である。このような手続的公正の基本原則は、
一部の国では憲法上の要請であり、この例示に
よって、憲法違反となる判決の承認・執行の拒否
が可能であることを明確にしている。また、もう
1つの例として、「その国の安全又は主権の侵害を
伴う場合」も規定されているが、これは管轄合意
条約9条e号にはない文言である。この文言は、特
別委員会第1回会合で提案27）され、前述の2016年

21）2016�Preliminary�Draft�Convention,�Work.�Doc.�No�76�E�revised�of�the�Special�Commission�on�the�Recognition�
and�Enforcement�of�Foreign�Judgments.
22）管轄合意条約解説報告書脚注228参照。なお、同所では、管轄合意条約が手続事項に関する詐取を公序とは独立
した拒否事由としたことについて、いくつかの国では公序が手続的な詐欺に関しては用いることができないことを理
由として掲げている。
23）判決条約解説報告書パラグラフ257。
24）判決条約解説報告書パラグラフ260。
25）“Note�on�Article�7(1)(c)�of�the�2016�Preliminary�Draft�Convention”,�drawn�up�by�the�co-Rapporteurs�of�the�draft�
Convention�and�the�Permanent�Bureau,�Prel.�Doc.�No�5�of�December�2016�for�the�attention�of�the�Special�
Commission�of�February�2017�on�the�Recognition�and�Enforcement�of�Foreign�Judgments,�para.�27.�（以下「第5準備
文書」という）。この第5準備文書では、「明らかに」の文言について、他のハーグ国際私法会議で採択された条約で
も用いられていること、公序違反による承認拒否について、この文言によって厳格な基準を設定して例外的にのみ用
いられるようにすべきこと、及びこれまで「明らかに」の解釈について重大な問題が提起されていないことから、文
言の維持が勧告されている。
26）判決条約解説報告書注189参照。同書パラグラフ263では、判決の承認・執行が単に承認国の国内法上の強行規
定に反するのみでは不十分であり、承認国の基本的価値を反映する強行法規に反する場合にしか、公序違反とはなら
ないとし、一部の国では、後者のような国際的な状況下でも維持されるべきより厳格な公序を「国際的公序」と呼び、
国内事案で強行法規によって守られる「国内的公序」と区別されるという点が、説明されている。
27）第5準備文書パラグラフ1。第5準備文書では、同様の文言が1965年ハーグ送達条約13条1項及び1970年ハーグ証
拠収集条約12条1項でも用いられていること（同項の議論では「公序」という曖昧な概念に変えてより限定的かつ明
確な文言として「主権及び安全」という文言が用いられたこと）、2005年の管轄合意条約採択への議論においては、
文書の送達との関係でのみ主権侵害に関する議論があったこと、また、イスラエル等の国内法では承認・執行の拒否
事由としてこの点が明示されていること等が説明されている。
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条約準備草案の段階でブラケット付きで規定され
るようになったものであるが、特別委員会第3回
会合の結果として作成された2017年11月条約草
案28）においてブラケットが外され、最終的に判
決条約に規定されることとなった。管轄合意条約
と比べると、判決条約は国家等が当事者となる訴
訟の判決を含め、多様な判決を対象としており、
国家の安全又は主権への配慮が必要となる場合が
より多いことから規定されたものであると解され
るが、管轄合意条約の適用においても、承認国の
安全又は主権の侵害を伴う場合には公序違反とな
ると考えられるため、実質的には、双方の条約の
公序違反の範囲に変わりはないと考えられる29）。

なお、判決条約7条1項c号で公序違反とされる
場合については、同項b号の拒否事由も重複して
認められる場合もあると考えられるが、そのよう
にすることで必要なセーフガードをより確実なも
のとしていると評価することもできよう30）。他方
で、懲罰的損害賠償を命ずる判決についても承認
国の公序との関係が問題となり得るが、判決条約
ではこの問題を10条で規律しているため、7条1
項c号との関係で問題となることはない31）。

（4）管轄合意への違反（d号）
判決条約7条1項d号では、判決が管轄合意又は

信託証書における管轄裁判所の指定に反すること
を、承認・執行の拒否事由として規定している。
これは、当事者自治を尊重する趣旨の拒否事由で
あり、判決条約上の専属的管轄合意（5条１項m
号参照）か否かにかかわらず、これらの管轄裁判
所の合意又は指定に反する場合、すなわち、判決
国の裁判所の管轄を否定する当事者間の合意に反
して判決が下された場合には、当事者の合意を尊
重して判決の承認・執行を拒否することが認めら
れる。管轄合意の有効性は承認国法（国際私法を
含む）によって規律されることとなり、また、当
事者の合意を尊重するためのものであるため、非
締約国の裁判所が指定されて判決国の裁判所の管
轄が否定されている場合にも、拒否事由に該当す
ることとなるとされる32）。

この拒否事由は既に作業部会草案の段階で規定
されており、それがそのまま特別委員会・外交会
議の議論を経て判決条約に規定されることとなっ
たものである。なお、当然ではあるが、基本的に
専属的管轄合意によって指定された国の裁判所が
下した判決の承認・執行を規定する管轄合意条約
に同様の規定はない。

28）November�2017�Draft�Convention,�Work.�Doc.�236�E�revised�of�the�Special�Commission�on�the�Recognition�and�
Enforcement�of�Foreign�Judgments.
29）判決条約解説報告書パラグラフ264参照。
30）判決条約解説報告書パラグラフ261参照。
31）判決条約解説報告書パラグラフ265参照。
32）判決条約解説報告書パラグラフ269参照。
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Ⅰ．はじめに

中国会社法16条では、会社が第三者のために
連帯保証をしたり、物的担保を設定する場合は、
必ず取締役会や株主総会で承認決議を得なければ
ならず、これに違反する保証契約や担保設定契約
は無効とされる恐れがあり1）、判例と学説も錯綜
していた。

この実務上の難点について、2019年11月に公
表された「第九回全国法院民商事審判工作会議紀
要」（以下、「九民紀要」）2）の17～23は、明確な
裁判ルールを提示し、同時期に制定された「民法
典」と「担保制度に関する司法解釈」（以下、「担
保制度司解」）は、これを取り込み、より一層明
確に規定したので、ここに会社法16条の解釈と
実務処理は大きく前進した。日本の現地法人に与
える影響は大きい。

本稿は、会社が第三者のためにする保証に関す
る九民紀要、民法典、担保制度司解の関連項目を
和訳し、コメントする。

九民紀要・民法典・担保制度司法解釈
九民紀要

17　会社法16条違反の越権行為
会社代表者がほしいままに第三者のために

担保提供し、会社に損害を与え、中小株主の
利益に損害を与えることを防止するために、
会社法16条は、会社代表権に制限を加えた。
この規定は、担保設定は代表者が単独ででき
る事項ではなく、必ず株主総会、取締役会等
の会社機関の決議による授権にその基礎と根
拠がある。

代表者が権限なく第三者に担保提供したと
きは、代表権限の踰越として、法院は契約法
50条の代表者権限踰越の規定により、契約の
ときに善意かどうかを区別して契約の効力を
認定し、債権者が善意であるときは、契約は
有効で、善意でないときは契約は無効である。
18　善意の認定

前項にいう“善意”とは、債権者が代表者に権
限がないことを知らずまたは知らないことに
過失がなく担保契約を締結することを指す。会
社法16条は、関連担保と非関連担保の決議機
関を区別して規定しており、これと対応して、
善意の判断基準も区別しなければならない。

ひとつの実例は、株主または実質支配者〔中
文：実際控制人〕のために担保提供がなされ

中国商事紛争解決の理論と実務（18）
会社の第三者に対する保証に関する新しい裁判ルール
――九民紀要、民法典、担保制度司法解釈――

粟津光世 Mitsuyo Awazu

現代アジア法研究会理事長　弁護士

1）劉俊海『現代公司法（第2版）』（法律出版社、2011年）555頁は、“結婚の仲人はするな、他人の保証人になるな”〔中
文：一不為媒、一不作保〕」という昔からの諺を引用して、他人のためにする保証を忌み嫌う中国人の意識を冒頭で
引用し解釈論を展開する。
2）九民紀要の発布と意義については、拙稿・国際商事法務2021年1月号103頁注2参照。
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る場合で〔中文：関連担保〕、会社法16条は明
確に規定する。この場合には、債権者が担保
契約が有効と主張し、その契約締結時に株主
総会で討論、決議があったこと、決議手続、
決議機関が会社法16条に適合することを証拠
で証明しなければならない。担保を受ける株
主には評決権がないもとで、当該議決は出席
したその他の株主の過半数の評決により可決
され、署名者も定款の規定に従う。

もう1つの実例は、会社が株主または実質支
配者以外の者に担保提供する場合である〔中
文：非関連担保〕。会社法16条により、会社定
款に従い取締役会または株主総会の決議によ
る。定款に決議機関が定めてあるか、定款が
定める決議機関が取締役会あるいは株主総会
かどうかにかかわらず、民法総則61条3項「法
人の定款または法人の機関がその代表者に対
して付した代表権の制限は、善意の相手方に
対抗できない」という規定にもとづいて、債
権者が、担保契約締結時に、取締役会または
株主総会の賛成決議があり、定款に適合して
いることさえ証明すれば、“善意”を認定して
よい、ただし会社が債権者が定款に議決機関
の規定が存在することを知っていたことを証
明したときは、例外になる。

債権者が会社機関による議決内容を知悉す
る程度は、一般には形式審査に限られ、必要
とされる注意義務が尽くされておれば足り、
あまり厳しい基準はよくない。会社が、決議
は代表者により偽造、変造された、決議手続
が違法である、署名捺印が不実である、保証
金額が法定制限を超過している、などの事由
をもって善意の債権者に抗弁しても、法院は
一般にはこれを認めない。ただし債権者が決
議の偽造または変造を知っていたことを会社
側が証明した場合は、例外である。
19　決議を要しない例外情況

次の事由が存在し、債権者が決議がないこ
とを知りまたは知り得べかりし場合で、担保
契約が会社の意思表示と合致するときは、契
約は有効と認定しなければならない。

（1）�会社が他人のために担保提供を業とする会
社であること、または保証業務を展開する
銀行または非銀行金融機構である場合。

（2）�会社が直接または間接的に支配する会社
が展開する経営活動のために債権者に担
保提供する場合。

（3）�会社と主債務者間に、相互に保証関係等
の協業関係がある場合。

（4）�担保契約について単独または共同で会社
株式の3分の2以上を有する株主の同意が
あった場合。

20　越権した担保設定の民事責任
前18、19、20の規定により、担保契約が有

効であるとき、債権者が、会社に対して担保
責任を請求したときは、法院はこれを認める。
担保契約が無効であるとき、債権者が会社に
担保責任を請求しても、法院はこれを認めな
い。ただし、担保法および司法解釈の担保無
効に関する規定により処理することができる。
債権者が代表者の権限踰越または機関の決議
が偽造、変造されたことを知っていたことを
会社が立証したときは、債権者が会社に対し
て契約無効による責任を請求しても、法院は
これを認めない。
21　権利救済

代表者が越権した担保設定行為により会社
が損害を受け、会社が代表者に損害賠償の請
求をするときは、法院はこれを認める。会社
が訴えをしないので、株主が会社法151条の規
定により代表者に損害賠償の訴えをしたとき
は、法院はこれを認める。
22　上場会社の第三者に対する担保提供

債権者は、上場会社の担保設定に関する事
項が取締役会の承認または株主総会の決議が
あった旨の公開された情報にもとづいて担保
契約を締結したときは、有効と認定する。
23　債務引受と担保提供ルールの準用

代表者が会社の名で、債務者と債務引受を約
定して債権者に通知し、または債権者に債務引
受の意向を示したとき、その約定の効力は、本
章の担保提供ルールを参照して処理する。
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民法典
50�4条：法人の代表者が権限を越えて契約した

ときは、相手方が権限外を知りまたは知り
得べかりし場合を除いて、その代表行為は
有効で、契約は法人に対して効力を生じる。

担保制度司法解釈
第�7条：会社の代表者が会社法の対外担保手続

に違反し、権限なく相手方と担保契約を締結
した場合は、人民法院は民法典61条および
504条等の規定により、次のとおり処理する。

（1）�相手方が善意の場合は、契約は会社に効力
が生じる。相手方が会社に担保責任を請求
したときは、人民法院はこれを認める。

（2）�相手方が善意でない場合は、契約は会社
に効力が生じない。相手方が会社に担保
責任を請求したときは、本解釈17条を準
用する。
�1項の善意とは、相手方が担保契約締結の
とき、代表者が権限踰越であることを知
らないか、または知らないことに過失が
ない場合を指す。相手方は、証拠により
会社決議について合理的な調査をしたこ
とを証明した場合は、人民法院は善意だ
と認定しなければならないが、相手方が
決議が偽造または変造されたことを知り、
または知り得べかりし事情を会社が証拠
により証明したときは、除かれる。

第�8条：次の事由の1つに該当する場合には、
会社が会社法所定の決議がないことを理由
に担保責任を負わないと主張しても、人民
法院はこれを認めない。

（1）�金融機関が保証書〔中文：保函〕を発行し
たとき、または保証会社が保証をしたとき。

（2）�会社が、その完全子会社が展開する経営
活動に対して保証をしたとき。

（3）�担保契約が、単独でまたは共同で3分の2
以上の評決権を有する株主により書面で
同意したとき。

　上場会社の対外担保については、前（2）（3）
項は適用しない。

第�9条：相手方が上場会社の公告〔中文：公開
披露〕によって担保事項が取締役会または
株主総会で可決されたことを知って上場会
社と担保契約を締結し、上場会社は担保責
任を負うべきであると主張したときは、人
民法院はこれを認める。

　�　相手方が、担保事項が取締役会または株
主総会で可決された旨の公告にもとづかな
いで上場会社と担保契約を締結し、上場会
社が担保責任または賠償責任を負わないと
主張したときは、人民法院はこれを認める。

　�　相手方が上場会社が公告した子会社と締
結した担保契約、または相手方が全国性あ
る証券取引所において取引を展開する会社
と担保契約をしたときは、前両項の規定を
適用する。

第�10条：一人会社がその株主に対して担保提
供したとき、会社が対外担保手続規定に違
反することを理由に担保責任を負わないと
主張しても、人民法院はこれを認めない。

　�　会社が担保責任を負担したために他の債
務を弁済できなくなり、担保提供した株主
が会社財産と自己財産が分離していること
を証明できないとき、その他の債権者がそ
の株主に連帯責任を請求したときは、人民
法院はこれを認める。

第�11条：会社の支店が株主総会または取締役
会の決議なしに自己名義で対外担保を提供
し、相手方が会社またはその支店に担保責
任を請求したときは、人民法院はこれを認
めない。但し、相手方が支店が対外担保の
提供について本社の決議手続を知らず、ま
たは知らないことに過失がない場合を除く。

　�　金融機関の支店がその経営範囲内で発行
した保証書、または担保業務に従事する上
級機構の授権により発行した保証書は、金
融機関またはその支店が会社法の対外担保
決議手続に違反することを理由に担保責任
を負わないと主張しても、人民法院はこれ
を認めない。金融機関の支店が本社の授権
なしに保証書を発行し、本社またはその支
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店が担保責任を負わないと主張したときは、
人民法院はこれを認める。ただし、相手方
が当該支店が金融機関の授権を得ていない
ことを過失により知らなかったときは除く。

　�　保証会社の支店が、本社の授権なしに対
外保証をし、本社またはその支店が保証責
任を負わないと主張したときは、人民法院
はこれを認める。ただし、相手方が当該支
店が本社の授権を得ていないことを過失に
より知らなかったときは除く。

　�　会社支店の対外担保において、相手方が
悪意であるのに、本社に賠償責任を請求し
たときは、本第17条の関係規定を参照して
処理する。

第�12条：代表者が民法典第552条により会社名
義で債務引受をしたときは、人民法院は、
本解釈のうち会社対外担保の関連規定を準
用する。

第�17条：主たる契約が有効で、第三者とした担
保契約が無効であるときは、人民法院は異な
る事情を区別して保証人の責任を確定する。

（1）�債権者と保証人にいずれも過失があると
き、保証人の賠償責任は債務者が弁済部
すべき額の2分の1以下とする。

（2）�保証人に過失があり、債権者に過失がな
いとき、保証人の賠償責任は債務者の弁
済すべき全額とする。

（3）�債権者に過失があり、保証人に過失がな
いとき、保証人は賠償責任を負わない。
�主たる契約が無効で保証契約も無効になっ
たとき、保証人に過失がないときは賠償責
任を負わない。保証人に過失があるときは、
債務が弁済すべき額の3分の1以下とする。

【解説】
１　中国会社法16条と判例・学説の変遷

（1）�中国の旧会社法60条3項（1993年）は「取締役、
支配人は、会社財産を他人の債務の担保に提
供してはならない」3）と規定したため、判例
と多数説はこれを“効力に関する強行規定”と
して、同条に違反した保証契約を無効とした
うえ、“契約締結上の過失責任”により、双方
の過失程度を斟酌して、担保法5条（1999年）、
担保に関する司法解釈（2000年）、物権法
172条2項（2007年）を適用し、大多数のケー
スでは、会社に2分の1程度の賠償責任を命
じてきた。
　改正会社法16条（2005年）は、一般の場
合（非関連）と親子会社・支配関係（関連）
に分け、承認の決議方法に差異を設けた。
通説・判例は、16条を「会社の権利能力の
制限ではなく、会社代表権原の制限に過ぎ
ない」と解し、その違反は「会社代表権原
踰越の法理」に従って処理されると解した4）。

（2）�日本法では、会社が第三者のためにする保証
は会社法362条4項2号「多額の借財」に含ま
れ、取締役会の権源に属するとする、学説・
判例は少ない5）。台湾法では、台湾会社法16
条に「会社は、他人の保証人になることはで
きない」と規定する6）。

（3）�旧会社法60条違反に関する判例として、中福
実業事件（最高法院〔2000〕経終字第186号）
と光彩集団事件（最高法院〔2006〕民二終字
第49号）がある。前者は、同条違反の保証契
約を無効としたうえで、担保法5条と担保司
法解釈7条を適用して会社に保証額の2分の1
に相当する賠償の支払いを命じた。後者は、
会社側は決議書の原本を証拠として提出せ

3）中文は〔董事、経理不得以公司資産為本公司的股東或其他个人債務人提供担保〕。
4）学説・判例の紹介として、劉貴祥「公司担保與合同効力」法律適用2012年第7期15頁、甘培忠＝馬麗艶「公司対
外担保制度的規範邏輯解析」法律適用2021年第30期54頁。
5）同条違反の判例として、山田廣巳「取締役会決議を経ない取引の効力」会社法判例百選（2016年）134頁は、最
判昭和40年9月22日（重要財産の譲渡）は心裡留保説を採用したと述べる。
6）中文は〔公司除依其他法律或公司章程規定得為保証者外、不得為任何保証人〕。司法院大法官会議解釈字第59号は

「本条違反の行為は、会社に効力を生じない」と述べ、会社の行為能力の制限と解している。劉俊海・前掲注1）557
頁によると、中国会社法16条3項は台湾会社法16条から継承したという。
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ず、相手方悪意の立証責任を尽くしていない、
として会社の連帯保証責任を認めた。
　保証契約と訴え提起が新旧両2法にまたが
るケースとして、創智公司事件7）があり、広
東省高院は新法を適用したうえで、保証契
約は会社法16条に違反し無効とし、50％の
賠償責任を命じたが、最高法院は銀行側は
合理的な調査を尽くしたと認定して、保証
契約を有効として、全額の保証責任を命じ
た。
　新会社法16条違反に関する判例として、
中建材集団事件8）、振邦集団事件9）がある。
前者は「会社法16条は強行規定ではない」「取
引安全を無視してはならない」「債権者は株
主総会決議の有無について形式的な調査義
務を負うだけである」として、北京二中院
の全額認容を維持し、上訴を棄却した。後
者は、大連中院と遼寧省高級法院が保証契
約を無効とし、会社に対して2分の1相当額
の賠償責任を命じたのに対して、再審であ
る最高法院は、債権者には「定款と決議に
ついて調査義務なし」として無過失とし保
証契約を有効とし、会社に全額支払いを命
じた。
　ただし、会社の第三者に対する担保提供
に関する指導制案例は、現在のところ1件も
公表されていないのは、やや疑問である。

２　九民紀要、民法典、担保制度司解の相次ぐ制定
　会社法16条について学説・判例が百家争鳴を
呈して今日に至り、上場会社が支配株主のために
巨額の連帯保証をして債務超過の危機に落ちいり
上場廃止となるケースが相次ぎ（注12）“掏空公司”
参照）、会社法改正または司法解釈による裁判ルー
ルの制定が待たれた。

　この争点について、まず2019年11月に九民紀
要が先陣を切って公表され、次いで2020年5月に
民法典504条が制定され、2020年12月には担保制
度司解が制定され、ここにおいて本争点について
の裁判ルールが一応完成し、あとは会社法改正を
待つだけとなった。
　民法典は全人大が制定し、九民紀要と司法解釈
は最高法院審判委員会が公表、制定した。九民紀
要は法規範ではない代わりに、煩雑な制定手続が
なく、迅速に討論稿の配布を行い、全国規模で裁
判官の会議を開催し討論を経て、すばやく会議紀
要に纏めあげられ内外に公表され、1年後には司
法解釈が制定された。

この意味で九民紀要は担保制度司解のパイロッ
トランプの役割を果たした10）。このような立法過
程、すなわち、全国法院民商事工作会議紀要→司
法解釈→法律改正という流れは、最近の民商事立
法の中国方式（特に商事法に関して）として注目
すべき現象と考える。
３　九民紀要、民法典、担保制度司解の異同

九民紀要17は、会社法16条違反を会社代表権
制限の違反として民法総則61条3項を適用し、「代
表権踰越の法理」により処理することを明確にし
た。これまでの「保証契約は有効か、無効か」と
いう裁判ルールを廃棄し、「善意か、悪意か、過
失があるかどうか」という柔軟かつ相対的な裁判
ルールを採用した。

担保制度司解7条は、九民紀要と同様の裁判
ルールを採用したうえ、民法典504条の適用を明
確にした。

善意かどうかについて、九民紀要18は「形式
的な調査」で足りるとしたが、担保制度司解7条

（2）は「合理的な調査」を要するとした。この点
は、定款、取締役会または株主総会の決議書、公

7）保証契約は2005年9月、中国光大銀行による保証債務請求の訴えは2006年1月で、会社法司法解釈（二）1条、2条
により新法を適用した。創智公司は、保証について虚偽の公告をしたとして訴提起後の2006年2月に深圳証券取引所
から譴責処分を受けた。案例の紹介・コメントは、潘勇鋒「公司対外担保的認定」最高人民法院民事審判第二庭編『民
商事審判指導』人民法院出版社2008年第2輯170～183頁。
8）北京高院2009年9月22日判決。最高人民法院公報2011年第2期40頁。
9）最高法院2014年4月22日判決。最高人民法院公報2015年第2期30頁。
10）王毓瑩「公司担保規則的演進與発展」法律適用2021年第3期45、46、48頁。
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告の交付があったかどうか、決議内容・方法に瑕
疵がないかどうか、それら文書に署名捺印された
会社印、代表者印が真正かどうか、などの調査の
程度に関係する。定款や決議書の交付と真否、印
章の真否と相手方の善意・悪意をめぐる裁判例が
多い11）。
４　上場会社、一人会社、支店の保証

上場会社が保証する場合12）は、九民紀要22で
は「株主総会の承認決議があった旨の公告」にも
とづいて保証契約がなされたことを有効要件と
し、担保制度司解9条では明確に「公告にもとづ
いて保証契約をしなければ、会社に効力なし」と
した。

ここに上場会社の保証について「公告にもとづ
かなければ保証責任なし」という裁判ルールを確
立し、その影響は大きい13）。

担保制度司法解釈では、上場会社の子会社が保
証をするとき、および全国的な証券取引所で取引

する会社が保証をするときも、この「公告にもと
づく保証契約」を有効要件とした。

一人会社の保証については、九民紀要にはない。
担保制度司解10条では、その一人株主のための
保証を原則として有効とした。

会社支店14）の保証については、九民紀要には
ない。担保制度司法解釈11条は、一般の会社の
支店、金融機関の支店、保証会社の支店に分類し、
善意・悪意の認定方法を規定した。
５　保証契約が無効の処理
　旧会社法60条以来今日まで、保証契約が無効
とされた場合は、「契約締結上の過失による賠償
責任」の法理にもとづく担保法5条、担保法司法
解釈7条、物件法172条2項を適用して過失ある会
社に賠償責任を命じてきた。九民紀要20条と担
保制度司法解釈17条もこの処理方法を踏襲した。
後者は、過失割合に応じて類型化し、前者を一層
明確にした。

11）王毓瑩・前掲注10）50頁は、担保制度司解は九民紀要を発展させこれを吸収したと述べ、後者の合理的調査と後
者の形式調査とを比較分析し、総会議事録、定款、会社公印、代表者印の写しの入手とその分析・確認は必要不可欠
の“合理的調査”に当たると述べる。劉山川「公司法廷代表人越権的証明責任分配」人民法院報2021年6月17日は、会
社法16条の越権行為については取引相手方の“悪意”が推定され、相手方は善意を証明しなければならないとする。
12）劉俊海・前掲注1）562頁は、上場会社がその親会社の借入債務のために連帯保証するケースが多く、親会社は祖
父会社、兄弟姉妹会社を含み、これら会社は相互に保証をし合い、“担保ゾーン”“担保チェーン”を結成すると述べる。
昔も今も“資金パクリ会社”〔掏空公司〕として、支配株主が自己の借り入れのために上場会社に連帯保証させ、どち
らも債務超過に陥り、結果として銀行から巨額の金銭をだまし取る手口が絶えない。「又一个巨額資金不翼而飛！大
股東掏空上市公司六大手段」新浪財経2019年7月25日、《大股東掏空上市公司十大案例》証券日報2001年9月14日。国
有独資企業が保証をするときは、会社法のほか企業国有資産法等の法令上の制限があり、制限違反した保証について
は、曽靳「債権人接受国有独資公司担保時応注意什幺？」北大法律信息網2021年1月28日参照。
13）「定款に担保制限があり、承認決議がないのに、承認決議がありたる旨の虚偽公告がなされた場合」について王
毓瑩・前掲注10）51頁は、担保制度司解は公告優先説を採用したと述べる。　
14）中国では支店の独立性が強く、昔から支店〔分公司〕の当事者適格が争われた。民訴司法解釈52条(六)は、銀行
に限り各支店の当事者適格を認めるが、商業銀行法22条は、明文で否定し、民法総則74条と民法典74条は、弁済段階
での本支店間の調整を規定する。拙稿・国際商事法務2021年3月号409頁注9参照。
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Ⅰ．はじめに

2021年3月2日、「特許法等の一部を改正する法
律案」が閣議決定され、国会に提出された。同改
正法案は4月22日に衆議院を、5月14日に参議院
を全会一致で通過し、5月21日付けで令和3年法
律第42号として公布された。同改正法の内容は
多岐にわたるが、本稿では、「海外からの模倣品
流入への規制強化」（以下「本改正」という）を
取り上げる。

本改正は、増大する個人使用目的の模倣品輸入
に対応し、海外事業者が模倣品を郵送等により国
内に持ち込む行為を、商標権または意匠権を侵害
する行為と位置付けるものである。そのために、
商標法及び意匠法における定義規定が改正され、

「輸入」に「外国にある者が外国から日本国内に他
人をして持ち込ませる行為」が含まれることが明
記される（意匠法新2条2項1号、商標法新2条7項）。

本改正は、公布の日から起算して1年6月を超え
ない範囲内において政令で定める日に施行される。

Ⅱ．改正に至る経緯

（1）第6回商標制度小委員会での議論
2020年11月6日、約1年ぶりに産業構造審議会・

知的財産分科会・商標制度小委員会（第6回）が
開催された。公開資料によれば、まず財務省関税
局から、税関における知的財産侵害物品の水際取

締りについての説明がなされ、概要は以下のとお
りであった。
 ・ 関税法69条の11第1項9号は、輸入してはなら

ない貨物のひとつとして、「・・・意匠権、商
標権・・・を侵害する物品」を掲げている。

 ・ 税関長は、輸入されようとする貨物のうちに知
的財産侵害物品に該当する貨物があると思料す
るときは、知的財産侵害物品に該当するか否か
を認定するための手続（認定手続）を執らなけ
ればならず、認定手続を経た後に、知的財産侵
害物品を没収して廃棄することができる。

 ・ 知的財産権者は、税関長に対し、知的財産侵害
物品であることを見分けるいわゆる「識別ポイ
ント」の説明を添えて、侵害貨物が輸入されよ
うとする場合は当該貨物について認定手続を執
るべきことを申し立てることができる。この申
立てがあったときは、いわゆる「簡素化手続」
が適用され、認定手続の開始を輸入者に通知す
る際、争う意思がある場合は10執務日以内に
書面で提出するよう通知される。

 ・ 輸入者が争う意思を示した場合は、通常の認定
手続のプロセスに移行するが、輸入者が争う意
思を示さない場合は、権利者及び輸入者に対し
て証拠や意見の提出の機会を与えることなく、
直ちに税関が知的財産侵害物品に該当するか否
かを認定し、該当すると判断されるときは、輸
入が認められず、速やかに没収・廃棄の手続に
移行する。

知的財産紛争実務の課題と展望（5）
海外からの模倣品流入の規制強化―令和3年改正法と残された課題―

山内貴博 Takahiro Yamauchi

長島・大野・常松法律事務所　弁護士・弁理士・米国ニューヨーク州弁護士
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 ・ 令和元年は、20年前と比較して、輸入差止貨
物が小口化している傾向が見られる。その背景
には、インターネット経由の注文により、中国
等の模倣品業者から、バッグ類、衣類、靴類等
の模倣品が直接個人に送付されてくる販売形態
が増加していることがある。

 ・ もっとも、簡素化手続における輸入者からの「争
う旨の申出」は増加傾向にあり、大半が「個人
使用目的である」との主張である。一般に、個
人使用目的による模倣品の輸入は商標権等の侵
害行為に該当しないとされていることから、税
関としては輸入を許可せざるを得ない。中には、
個人使用目的であると仮装して輸入されるもの
もあるかもしれないが、仮装の事実を税関が明
らかにすることは容易ではない。
また、特許庁から、模倣品の越境取引に関する

商標法上の規制の必要性についての説明があり、
概要は以下のとおりであった。
 ・ 知的財産推進計画2020において、模倣品の個

人使用目的の輸入について具体的な対応の方向
性を検討することとされている。

 ・ 商標法2条1項1号・2号は、「商標」とは、標章
のうち、業として商品を譲渡等する者（以下「事
業者」という）がその商品等について使用する
ものと定義しており、事業者に該当しない者（以
下「個人」という）が使用するマークは「商標」
に該当しない。

 ・ 事業者が行為主体となって、権原なく、登録「商
標」を「使用」（2条3項）し、又は侵害とみな
す行為（37条）をした場合には、商標権侵害
となるが、個人（事業者に該当しない者）が行
為主体となる場合、例えば「使用」の一形態で
ある標章を付した商品の「輸入」が個人により
行われる場合、「商標」の使用等に該当せず、
商標権侵害とならない。

 ・ 平成16（2004）年の商標制度小委員会において、
模倣品の越境取引規制の検討が行われたが、個
人の行為（輸入・所持）を商標法で規制するこ
とについては、「個人輸入・個人所持を取り締
まるために、商標法だけ定義から「業として」
をはずす改正をしてよいか疑問」、「国際的整合

性の点でも、規制にはもう少し議論が必要」等、
慎重に検討すべきとの意見が多く、改正は見送
られた。

 ・ 米国では、個人使用目的による模倣品の輸入は
税関で差し止められている。EUでは、従来は
争いがあったものの、2014年の欧州連合司法
裁判所判決（Case C-98/13）が、個人使用目
的による模倣品の輸入の事案について、EU域
外の「販売業者」の行為に商標権侵害等が成立
するものとして税関差止めの対象とすることを
認めた。現在では、この判決を踏まえ、EU域
内の者が個人として使用する場合であっても、
EU域外の事業者が模倣品をEU域内に宛てて送
付した場合については、当該事業者の行為（「輸
入」等）に商標権侵害が成立すると解釈し、税
関差止めの対象とされている。

 ・ 日本においても、EUのように、海外の事業者
の行為に着目して規制を行うことが考えられる
が、現行商標法上、海外事業者の行為（国内の
者に模倣品を直接販売・送付する行為）が商標
権侵害に該当するかは明らかでない。

 ・ そこで、海外の事業者が国内の者に模倣品を直
接発送する行為を、新たに商標権侵害と位置づ
けることで、「業として」を維持しながら、模
倣品の流入に歯止めをかけたい。
審議会の議論において、ある委員より、知的財

産法の属地主義との関係を指摘する意見があっ
た。特許庁としては、日本の需要者に向けて行っ
ていることが明らかな行為であり、また、日本の
領域内に入った段階を捉えて規制対象とするもの
なので、属地主義との関係でも問題にならないと
考えているとの説明があり、また、侵害と捉える
行為は海外の発送でも国内の受領でもなく通関行
為であるとの説明があった。

（2）第7回商標制度小委員会での議論
2020年12月16日に開催された第7回商標制度小

委員会に、報告書案「ウィズコロナ／ポストコロ
ナ時代における商標制度の在り方について」が示
された。同報告書案には、「近年の模倣品の流入
増加に対応するため、海外の事業者を侵害主体と
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して、海外の事業者が国内の者に模倣品を直接送
付する場合について、日本国内に到達する時点以
降を捉えて、新たに商標権侵害行為と位置づける
方向で検討することが適当である。新たな行為を
規定する際には、本小委員会での指摘を踏まえ、
規制範囲が不当に拡大しないよう留意するものと
する。」と記載された。

この報告書案に対しては、ある委員より、海外
事業者の事実行為としては、海外において国内の
者に模倣品を送付したというところで終了してい
ると考えられ、その後は海外事業者自身の行為が
あるわけではないと考えられがちなので、海外事
業者のどの行為が侵害行為となるのかを条文上明
確にすべきであるとの意見が述べられた。特許庁
からは、海外事業者が発送した後は、配送事業者
などの他人を使って模倣品を日本に持ち込ませる
ことが通常であり、規制対象となる行為が具体的
になるように技術的な条文を検討したいとの回答
があった。

また、別の委員からは、物理的な行為としては
運送業者が荷下ろしをしているとしても、その法
的な評価としてはあくまで発送した海外事業者が
行為の主体であると擬制するのであれば、荷下ろ
しとよく似た行為である輸入との異動を整理すべ
きであるとの意見が述べられた。これに対し特許
庁は、現行法では、通常、輸入は国内にいる方が
受け取る行為であるされており、今回は、新しい
概念として海外にいる事業者が日本に持ち込ませ
る行為を日本国内でとらえて、商標権侵害と位置
づけたいということであるとの説明があった。

（3）パブリックコメント
この報告書案は、2020年12月17日から2021年1

月18日までパブリックコメントに掛けられた。
その結果は1月28日に公表されたが、寄せられた
19件の意見はすべて基本的に賛成の意見であっ
た。その後、文言の微調整を経て、2021年2月4
日付けで、最終報告書として公表された。

Ⅲ．検　討

（1）属地主義との関係
一般に、知的財産法には属地主義の原則が適用

されるといわれる。BBS事件最高裁判決（最判
平成9年7月1日民集51巻6号2299頁）及びカード
リーダー事件最高裁判決（最判平成14年9月26日
民集56巻7号1551頁）は、特許権についてである
が、「属地主義の原則とは、各国の特許権が，そ
の成立，移転，効力等につき当該国の法律によっ
て定められ，特許権の効力が当該国の領域内にお
いてのみ認められること」と定義している。

本改正は、海外事業者の行為を商標権・意匠権侵
害と位置付けるものであるから、この属地主義の原
則との関係が問題となるが、審議会の議論で明らか
になったように、あくまで「日本の領域内に入った
段階を捉えて規制対象とするもの」とされている。
この整理を前提とすれば、属地主義の原則に反する
ものではないと考えることができよう。

（2）創設規定か確認規定か
第7回商標制度小委員会において、ある委員か

ら、商標の「使用」や意匠の「実施」の定義を変
えるのではなく、みなし侵害の規定の中に入れる
方が理解が得られやすいのではないかとの要望が
出されていた。しかし、できあがった改正法は、
商標の「使用」や意匠の「実施」の一態様である

「輸入」の定義を変更するものであった。
みなし侵害類型の追加という立法形式であれ

ば、本改正は、それまで侵害行為でなかったもの
を新たに侵害行為とする創設的な改正であるとの
理解に親和的だったかもしれない。しかし「輸入」
の定義を変更する立法形式が採用されたというこ
とは、本改正は、海外事業者による持ち込ませ行
為が「輸入」に含まれることを明確にするための
確認的な改正であって、改正前も論理的には「輸
入」に含まれていたとの解釈が否定されたわけで
はないようにも思われる。改正法の文案の作成過
程でどのような議論がなされたのかはわからない
が、不使用取消審判の審決取消訴訟において、（国
内の事業者の輸入行為をもって）海外の事業者に
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よる「輸入」に該当すると判断した例（東京高判
平成15年7月14日裁判所ウェブサイト）の存在が
影響したのかも知れない。

（3）国際裁判管轄
本改正法は、税関における水際差止の場面のみ

ならず、民事訴訟においても当然適用される。つ
まり、本改正により、権利者が、海外事業者を相
手取り、日本国内に第三者をして模倣品を持ち込
ませる行為は商標権または意匠権の侵害であると
主張して、当該行為の差止めや損害賠償を請求す
ることもできるようになる。とすると、そのよう
な差止め・損害賠償請求訴訟を日本の裁判所に提
起することができるか、つまり、わが国の裁判所
がそのような訴訟について国際裁判管轄権を有す
るかが問題となる。

民事訴訟法3条の2は、被告の住所が日本国内
にあるときに、日本の裁判所が管轄権を有すると
いう原則を定めているが、同法3条の3は、その
他の事情を根拠とする日本の裁判所の国際裁判管
轄権を定めている。そして、同条8号は、「不法行
為に関する訴え」については、「不法行為があっ
た地が日本国内にあるとき」に、日本の裁判所の
国際裁判管轄権を認めている。そして、本改正は、
日本の領域内に入った段階を捉えて規制対象とす
るものであるので、商標権または意匠権の侵害は、
日本の領域内で行われていることになる。よって、
日本の裁判所の国際裁判管轄権が認められるよう
に思われる。

日本の権利者にとって、模倣品を販売する外国
事業者に対し、水際差止めのみならず、日本の裁
判所における民事訴訟でも対抗できることにな
る。もっとも、海外事業者である被告に対する国
際送達は時間がかかるし、勝訴判決を得られたと
しても、被告が日本国内に銀行口座や知的財産権
等の資産を有していれば格別、そうでなければ、
被告の財産所在国における日本の判決の承認・執
行手続が必要となる。よって、残念ながら実効性
が高いとは言えないが、模倣品事業者に対する対
抗策が増えるという意味では、一定の意味がある
と評価したい。

（4）外国事業者であることの立証
本改正により、海外事業者が差出人である模倣

品に対する法的措置の途が開かれたが、差出人が
個人の場合は依然対象にならないとされている。
差出人が、実際には事業者であるにもかかわらず
個人であるかのように仮装した場合、税関がその
仮装を見抜くのは容易ではなく、結局、模倣品の
輸入が簡単に認められてしまう可能性がある。

また、パブリックコメントに寄せられたある意
見によれば、輸出者（差出人）として海外の販売
業者ではなく日本国内の通関業者や運送業者が記
載されるケースもあるという。この場合、海外の
販売業者が何者か認定できず、「外国にある者が
外国から日本国内に他人をして持ち込ませ（た）」
とは認定できないのではなかろうか。

特許庁は、パブリックコメントにおいて、この
ような問題点は「運用上の懸念点であると認識し
ており」、「実効性のある制度となるよう、関係省
庁と連携を図って参ります」と回答している。本
改正を受けた関税法令の改正はこれから行われる
とのことであり、実効性のある制度が構築される
ことを期待したい。例えば、海外事業者が、海外
の個人を発送人として日本国内の個人（輸入者）
に宛てて模倣品を発送し、輸入者が、当該海外事
業者の指南により、事業者ではない海外の個人に
よる行為であると主張して侵害物品該当性を争っ
た場合、商標権者としては、事業者ではない発送
人から国境を越えて物が送られるのであれば、当
該発送人と輸入者との間に相当親密な人的関係が
あるはずであると主張し、税関長に対し、（i）当
該発送人と輸入者との間の人的関係を明らかにす
るとともに、それを裏付ける証拠を提出すること、

（ii）当該偽ブランド品等の発送に至る電子メー
ル等の通信の内容を証拠として提出すること、を
輸入者に促すよう求めることが考えられる。税関
長には、それらによって当該発送人と輸入者との
間の人的関係が裏付けられない限り、「業として」
の要件該当性を認めていただくような運用を期待
する。

とはいえ、本改正は、あくまで差出人が事業者の
場合に限られ、差出人が個人の場合はカバーできる
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わけではないので、限界があることは否めない。

Ⅳ．�残された課題　——模倣品の個人輸
入の禁止は本当に「過剰な規制」な
のか

特許庁は、パブリックコメントにおいて、「業
として」の要件は産業財産権四法に共通する要件
であり、「産業の発達を直接阻害するとはいえな
い個人的家庭的な使用についてまで産業財産権の
効力を及ぼすことは、法の目的及び社会の実情か
ら考えて過剰な規制である」と述べている（この
立場を仮に「謙抑的適用説」と呼ぶ。）。しかし、
こと商標法に関しては、本当に「過剰な規制」な
のであろうか。

（1）条文の文言
商標法とそれ以外の産業財産権三法の文言を慎

重に比較すると、「業として」の要件が規定され
ている位置が異なることがわかる。「業として」
という文言は、商標法では、「商標」の定義規定
である商標法2条1項1号に現れるが、特許法では、
特許権の効力を定める特許法68条や、みなし侵
害の規定である同法101条に現れる（実用新案法
16条及び28条、意匠法23条及び38条も同様であ
る）。

（2）商標が示す「出所」
輸入されようとしている商品に付されている標

章は、通常、輸入者により付されたものではなく、
当該商品の製造業者により付されたものである。
したがって、製造業者によって商品に商標が付さ
れた時点で、当該商標は、「業として商品を生産・・・
する者がその商品について使用をするもの」、す
なわち、商標法2条1項1号に定義する「標章」に
該当していると考えられる。その後、転々流通し
輸入される過程で、なぜ、「標章」該当性が失わ
れると解する必要があるのであろうか。

例えば、「Max Mara」という文字列がイタリア
の服飾工場でコートに縫い付けられた瞬間に、

「Max Mara」というアルファベット7文字は、当

該コートがイタリアの服飾メーカーによって製造
されたものであることを示すマーク（すなわち、
出所表示機能を果たす標章）として機能し始める。
イタリアから輸出され、日本に輸入され、日本の
小売店の店頭に並び、消費者が購入するまで、当
該文字列は、当該コートがイタリアの服飾メー
カーによって製造されたことを示すマークとして
機能し続けるのである。

仮に、模倣品製造工場が、製造したコートに、
Max Maraの許諾を得ずに「Max Mara」という7
文字を縫い付ければ、当該コートがあたかも上記
イタリアの服飾メーカーにより製造されたもので
あるかのような外観が作出され、工場から出荷さ
れた瞬間に、商標の出所表示機能が害され始める。
出荷された当該コートが流通経路に乗り、遠路は
るばる日本に輸入される過程においても、依然、
当該コートに縫い付けられた7文字は、「Max 
Mara」という登録商標の出所表示機能を害し続
けている。そのような出所表示機能の侵害は、輸
入者が事業者であろうが個人であろうが、無関係
に生じ続けているはずである。

（3）輸入者の認識
視点を輸入者の側に移すと、輸入者は、当該コー

トに付された「Max Mara」という文字列が示す
出所は自分であると考えて輸入を行うわけではな
い。輸入者は、当該コートは「Max Mara」にお
いて製造され、遠路はるばる日本まで送られてき
たものであり、当該コートに縫い付けられた「Max 
Mara」という文字列によりそのことが担保され
ていると認識しつつ、輸入を行おうとしているの
である。ここで、当該コートに付されている文字
列は、商標法2条1項1号にいう「業として商品を
生産・・・する者（つまり当該コートの製造工場）
がその商品について使用をするもの（使用をした
もの）」に該当すると認定することに、条文の文
言上何の支障もない。

また、同法2条3項2号にいう「商品又は商品の
包装に標章を付したものを・・・輸入・・・する
行為」の中に「業として」との文言はないから、
たとえ輸入者が個人であっても、その輸入行為が
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同条号に該当すると認定することにも、文言上の
支障はない。商品の出所表示機能という視点から
すれば、その方がむしろ素直な条文への当てはめ
のように思われる。

あえて問題提起すれば、同法2条3項2号にいう
「商品又は商品の包装に標章を付（す）」の主体は、
「輸入する」の主体と同一でなければならないの
か、という論点があり得るかもしれない。しかし、
製造工場により商標が付された商品を卸売業者や
小売店舗が譲渡することも、商標法2条3号2項の

「譲渡」に当然該当するとされていることからす
れば、「標章を付する」主体と「輸入する」主体
が同一でなくてもよいことは明らかである。なお、
疑義をなくすために、「商品又は商品の包装に標
章を付したもの」という文言を「商品又は商品の
包装に標章が付されたもの」と改正する法改正が
行われれば、主体の異同は問題とならないことが
より明確になるので、検討されてもよいように思
われる。

（4）「個人的家庭的な使用」？
特許庁がいうように、一般に、「産業の発達を

直接阻害するとはいえない個人的家庭的な使用に
ついてまで産業財産権の効力を及ぼすことは、法
の目的及び社会の実情から考えて過剰な規制であ
る」から、産業財産権の侵害成立には「業として」
の要件が必要といわれる。しかし、もう少し分析
的に検討する必要があると思われる。

商標の使用行為を類型化すると
（a） 業務性を欠く製造行為
（b） 業務性を欠く製造行為により製造された物

の、業務性を欠く譲渡等
（c） 業務性を欠く製造行為により製造された物

の、業務性のある譲渡等
（d） 業務性のある製造行為
（e） 業務性のある製造行為により製造された物

の、業務性を欠く譲渡等
（f） 業務性のある製造行為により製造された物

の、業務性のある譲渡等
に分けられる（ここでいう「譲渡等」は、商標

法2条3項2号にいう「引き渡し」、「譲渡若しくは

引渡しのための展示」「輸出」「輸入」を含むもの
とする）。

まず、（d）と（f）は、全ての場面で業務性が
肯定されるから、商標権侵害であるというのに何
のためらいもない。
（a）の類型には、例えば、自宅のミシンで作っ

たお手製の服に「Max Mara」と刺繍する行為が
該当するが、典型的な「個人的家庭的な使用」で
あるとして商標権の効力を及ぼさないことに異論
はなかろう。（b）の類型には、例えば、「Max 
Mara」と刺繍したお手製の服を友人にプレゼン
トする行為が該当するが、やはり「産業の発達を
直接阻害するとはいえない」から禁圧する必要は
なさそうである。これらの結論は、お手製の服に
付された「Max Mara」という文字列は、商標法2
条1項1号にいう「業として商品を生産・・・す
る者がその商品について使用をするもの」に該当
しないという条文操作から、素直に導くことがで
きる。
（c）の類型には、例えば、「Max Mara」と刺繍

したお手製の服を古着屋が買い取ってお店で販売
する行為が該当する。現行商標法の文言を前提と
すれば、この場合も、お手製の服に付された「Max 
Mara」という文字列は商標法2条1項1号の定義規
定に該当しないから、その後、業務性のある譲渡
が行われても、商標権侵害にはならないのではな
かろうか。仮にこの類型も禁圧する必要があると
すれば、特許法等と同様に、「業として」の要件
を商標法2条1項から外し、3項の「使用」の定義
に移すことが考えられるが、そこまでしてこの類
型を禁圧する必要はないように思われる。

さて、残る（e）類型を検討する。模倣品製造
工場で製造された模倣品を購入し友人にプレゼン
トする行為が典型であり、本改正で問題となった
模倣品の個人輸入もこの類型に該当する。この場
合、確かに「譲渡」の場面では業務性を欠いてい
るが、製造の場面では業務性が肯定されていたの
である。にもかかわらず、なぜ、産業財産権の効
力を及ぼさないのであろうか。このようなケース
について、謙抑的適用説がいうように、「産業の
発達を直接阻害するとはいえない個人的家庭的な
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使用についてまで産業財産権の効力を及ぼすこと
は、法の目的及び社会の実情から考えて過剰な規
制である」として、一律に放置するのは、法政策
として粗雑すぎはしないだろうか。模倣品を手に
入れたがる人が多くいるからこそ、当該模倣品は

「産業の発達を直接阻害」するのであり、ここに
産業財産権の効力を及ぼさないことは、法の目的
および社会の実情から考えて、むしろ法の怠慢で
あるという見方もできるのではないだろうか。

そこで、筆者は、（e）業務性のある製造行為に
より製造された物の、業務性を欠く譲渡者という
類型にも原則として商標権の効力は及ぶとする方
が、利益考量上も妥当と考える（以下仮に「積極
的適用説」と呼ぶ。）。そして、そのような結論は、

（3）で述べたように、現行商標法の素直な条文操
作から導くことができると考える。

（5）海外事業者であることの立証
以上の私見によれば、業務性は製造の場面での

み要求され、その後の流通過程では業務性は問わ
れない。よって、本改正の限界として指摘されて
いる模倣品の差出人が個人の場合にも、商標権の
効力を及ぼすことができることになる。なお、輸
入者から、「個人的に作った物を送ってもらった
だけである」という、製造の場面での業務性を否
定する意見が表明される可能性は残るが、現物の
出来をみれば、製造業者による（ある程度）精巧
な模倣品か、本当に個人的に製造されたものかは
比較的容易に判別ができる（あまりに出来の悪い
模倣品は、商標権者の利益を害しないとして放置
してよい）のではなかろうか。

（6）「善意の消費者」の救済と「商標権の効力が
及ばない範囲」

海外事業者が展開するオンラインショッピング
において、代金の決済が先に行われてから商品の
発送がなされ、商品が模倣品であるとして税関で
差し止められてしまった場合、買主は、代金を支
払ったにもかかわらず商品を受け取ることができ
ないことになる。模倣品を扱うような悪徳海外事
業者側からみると、商品の代金は受け取っている

のだから、模倣品が税関で差し止められても不都
合はないということになりかねない。商標制度諸
委員会においてもパブリックコメントにおいて
も、このような結論は、買主が善意の消費者であっ
た場合、酷であるとの指摘があった。このような
指摘に対する特許庁の回答は、一部のECサイト
において、近年、商品が届かない場合に補償制度
を採用している例があるため、今回の改正を機に、
ECサイトにおける補償制度の充実に向けてECサ
イト事業者等との意見交換を行うとともに、消費
者への周知を図るというものであった。

しかし、本改正は、あくまで消費者（個人）に
よる模倣品の輸入行為は違法ではないという位置
付けは変えずに、海外事業者による輸入行為を捉
えてこれを違法とするものである。このような本
改正法の下では、消費者である買主は、代金を支
払い、適法に商品の所有権を取得し得たはずであ
るのに、海外事業者という「他人の行為の違法性」
を根拠に商品が没収されることになる。第三者の
行為の違法性を理由に、何ら違法行為を行ってい
ない買主が所有権を奪われるという建て付けに
は、やはりどこか据わりの悪さがあるように感じ
られる。そのような結果を招来することについて、
税関という国家権力が介入するのであるから、大
げさに言えば、消費者である買主の財産権侵害（憲
法29条）の問題すら生じさせるのではないだろ
うか。消費者への周知で済まされる問題ではない
ように思われる。

これに対し、積極的適用説の立場、つまり、業
務性のある製造行為により製造された物の業務性
を欠く輸入（類型（e））も商標権侵害になると解
すれば、模倣品の輸入行為は真正面から違法行為
と位置付けられることになる。

また、そもそも論として、知的財産権の侵害に
よる損害賠償が認められるためには、不法行為の
成立要件としての故意・過失が必要であるものの、
知的財産権の侵害の差止めについては、侵害者の
故意・過失は不要である。換言すると、故意・過
失のない侵害者（善意の侵害者）の行為は、損害
賠償の対象にはならないものの、差止めの対象に
なるという限度では、明確な違法行為である。よっ
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て、私見である積極的適用説の立場においては憲
法29条の問題は生じないと整理することが可能
である。

以上を原則論とし、いわば「網を広く」掛けて
おいた上で、家族または限られた人間関係の間で
の無償譲渡や、善意の購入者による輸入はやはり
商標権侵害とすべきでないという政策判断を導入
するのであれば、許されるべきパターンを類型化
し、商標権の効力が及ばない範囲を定める商標法
26条に追加する（網に穴を開ける）方が、体系
的に美しく、規制の範囲をきめ細やかに設定する
こともできるのではないだろうか。

Ⅴ．�残された課題その２——商標権以外
の権利侵害品の個人輸入

第6回小委員会では、産業財産権四法の改正の
必要性を検討するとされていたが、報告書では、
特許制度小委員会（第44回）において、特許法
及び実用新案法に関する本検討事項と同旨の改正
の必要について、今後の税関における特許権侵害
品及び実用新案権侵害品の差止め状況等を注視し
た上で、引き続き議論を深めていくことが適当で

あるという理由により、先送りされた。
特許権、実用新案権そして意匠権を侵害する商

品の個人輸入については、そもそもこれを禁止す
るのか否か、禁止するとしてその範囲についての
政策判断が必要と思われる。その際には、税関の
現場において、商標権侵害品の判別は比較的容易
と思われるのに比べ、意匠権は商標権よりは判断
が難しく、特許権・実用新案権についてはさらに
判断が難しいことも考慮されるべきかも知れない。

そのような検討の結果、これらの知的財産権侵
害品についても、個人輸入を禁止するという政策
判断を採用する場合、法技術的には、例えば、「特
許発明の業としての実施により生産された物の譲
渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為」
を、みなし侵害の規定である特許法101条に追加
すればよい。この場合、生産自体に業務性が認め
られるのだから、産業の発達を直接阻害するとは
いえない個人的家庭的な実施ではなく、「過剰な
規制」になるとの心配は無用であると思われる。

本稿の執筆に当たっては、所属事務所の同僚で
ある東崎賢治弁護士から貴重な示唆を得た。もっ
とも、本稿に記した意見に誤り等があれば、それ
らの責任はすべて筆者に帰する。
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紛争解決条項のヒント

　仲裁には、JCAAのような仲裁機関を利用して仲裁を行う「機関仲裁」と当事者のみで仲裁手続を行
う「アド・ホック仲裁」の二つがあります。機関仲裁では、各国の仲裁法の加え、機関独自の仲裁規則
に基づいて仲裁手続が行われます。他方、アド・ホック仲裁には仲裁法が適用されます（日本の仲裁法
は日本を仲裁地としている場合に適用されます）。仲裁法の規定の一部は強行法規ですので、それと異
なる合意は許されませんが、他の規定は任意規定であって、当事者の合意が優先します。
　アド・ホック仲裁は、巨額のプロジェクトに関する契約において、十分に時間と労力をかけてそのプロ
ジェクトの特性を考慮した独自の仲裁合意をすることもあるようですが、下手をすると手続が滞ってしま
うリスクもあります。したがって、多くの場合には、管理料金を仲裁機関に支払って、当該機関の仲裁規
則に従って仲裁機関が仲裁手続がスムーズに流れるように管理する機関仲裁が選択されるわけです。
　とはいえ、アド・ホック仲裁が選択されることもある以上、その場合のベスト・プラクティスを考え
ておくことは有意義かと思います。上記の通り、適用される仲裁法の強行規定に反しない限り、合意に
より自由に仲裁手続の進め方を定めることができます。第1の選択肢として、仲裁合意の段階では概括
的にアド・ホック仲裁をすることだけを定め、必要に応じて事後的に合意するという方法を採用すると
いう方法はあり得ますが、これはお勧めできません。というのは、紛争が生じてから当事者間で協議し、
仲裁手続に関する事項を迅速かつ適切に取り決めていくことは極めて困難だからです。第2の選択肢は、
逆に、当事者間でひとつひとつの事項について協議し、詳細な合意をしておくという方法です。しかし、
これは既述のように巨額な取引においてはそのような時間と労力をかける価値はあると思われますが、
そうでない取引については、生じないかもしれない紛争解決について詳細な交渉をすることは合理的と
は言えないと思われます。そこで、第3の選択肢として、UNCITRAL仲裁規則1）によることを定めてお
くという方法があります。この規則は、アド・ホック仲裁のために合意しておくべき仲裁手続の合意を
セットにしたものですので、これを一括採用して当事者間の合意に取り込むことは合理的な方法だと思
われます。なお、JCAAを仲裁機関としつつ、UNCITRAL仲裁規則による仲裁をする場合については、
本誌2021年8月号57頁をご参照ください。
　アド・ホック仲裁において、UNCITRAL仲裁規則によることを合意しておくとしても、仲裁人の選
任については当事者間だけでは上手くいかないことがあります。機関仲裁であれば、仲裁機関が仲裁人
を選任しますが、UNCITRAL仲裁では、当事者が仲裁人を選任できない場合には、代わりに仲裁人を
選任して貰うために、選任機関を合意する必要があります。そのような合意がない場合には、
UNCITRAL仲裁規則6条は、当事者の要請により、ハーグ常設仲裁裁判所2）（PCA）事務局長が仲裁人
の選任機関を指定すると定めています。しかし、これは随分と大げさな手続であり、6条の適用は避け、
仲裁人の選任機関を定めておくべきです。
　上記の仲裁条項は、JCAAを仲裁人の選任機関とし、その仲裁人選任規則に従って仲裁人を選任する
旨を規定するものです。現在、JCAAの仲裁人候補者データベースには、約400人の仲裁人候補者が登
載されています。国籍は50カ国以上にわたり、大陸法、英米法、様々な法的バックグラウンドを有する
候補者がおります。どの候補者も豊富な仲裁人経験を有しています。JCAAとしては、このようなデー
タベースを生かしつつ、機関仲裁における仲裁人の選任の経験に基づき、アド・ホック仲裁における仲
裁人選任を手伝うために、2021年7月1日に、仲裁人選任規則を施行しました。

アド・ホック仲裁の合意に加えてJCAAの仲裁人選任規則によって仲裁人を選任することを定める仲裁条項

Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, 
termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL 
Arbitration Rules. With respect to the arbitration, the parties agree as follows:
- The place of arbitration shall be Tokyo, Japan;
- The language to be used in the arbitral proceedings shall be English; 
- The number of arbitrators shall be ……　[one or three];
-  The arbitrator shall be appointed in accordance with the Appointing Authority Rule of The Japan 

Commercial Arbitration Association.

1）「UNCITRAL」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。UNCITRAL仲裁規則：https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/uncitral/en/
uncitral-arbitration-rules-2013-e.pdf
2）ハーグ常設仲裁裁判所：https://pca-cpa.org/en/home/
3）JCAA仲裁人選任規則：https://www.jcaa.or.jp/arbitration/rules.html
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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

＜お問い合わせ＞
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17
廣瀬ビル3階　TEL：03-5280-5181
Email：planning-consulting@jcaa.or.jp
URL：www.jcaa.or.jp

＜ご購入＞
書店／JCAAのウェブサイトまたは窓口
（東京本部・大阪事務所）にてご購入いただ
けます。

監修：仲谷栄一郎弁護士、中川裕茂弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）

　「そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ」は、英文契約書作成時に検討
すべき一般的条項を網羅した、経験豊富な渉外弁護士監修による英文契約書
のひな型です。英語及び日本語の契約条文と各条文の解説を掲載しています。
付属のCD-ROMに英語及び日本語の契約書サンプルがMS-Word形式で収録
されており、簡単に契約書を作成することができます。

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

No.1 委託販売契約書

No.2 委託加工契約書

No.3 購入基本契約書

No.4 販売基本契約書

No.5 OEM（委託者側）製品製造供給契約書【輸入用】

No.6 OEM（製造者側）製品製造供給契約書【輸出用】

No.7 総代理店契約書【輸入用】

No.8 総代理店契約書【輸出用】

No.9 合弁契約書

No.10 実施許諾契約書【許諾者用】

No.11 秘密保持契約書・共同開発契約書

No.12 技術ライセンス契約書【中国語版付】

B5判（送料別）　一般価格 2,200円（本体2,000円＋税）　　JCAA会員価格 1,650円（本体1,500円+税）
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物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 
◇ 申請送信後の進捗状況をウェブで確認

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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中中央央経経済済社社  

 
 

上質・多様な情報を、どこよりも早く。 

図表・条項例を用いた解説で、「実務」に寄り添います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法務パーソン必携！ 月刊誌 ｢ビジネス法務｣

1年間 12冊 

20,400 円 

17,500 円 

定価より 

15％OFF 
約1冊半お得 ！  

2年間 24冊 

40,800 円 

32,780 円 

定価より 

20％OFF 
約4冊半お得 ！  

通常価格：1,700 円（税込） 

お申込先はこちら！  https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/subscription/ 

 

JCAジャーナルの読者におすすめ！ 近刊書籍のご紹介

企業訴訟の和解ハンドブック 
―手続・条項作成の実務 

 
企業訴訟における和解の実務について、手続・条項作成の両面から解説。
主要訴訟類型の条項例を多数掲載。また、事例をもとに、裁判官目線から
の解説を盛り込みながら和解の流れを説明。 
 
荒井正児・大室幸子・佐々木奏・奥田隆文〔著〕 
定価：3,520 円（税込） Ａ5判 / 276 頁 

国際取引における 
準拠法・裁判管轄・仲裁の基礎知識 
 
グローバルな契約実務で、予め裁判管轄・準拠法を定める「紛争解決条項」
が注目されている。真に有利な契約締結のため、その検討に必要な知識と
考え方をコンパクトに解説。 
 
大塚章男〔著〕 
定価：3,080 円（税込） Ａ５判 / 224 頁 
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