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― Seminars ―
弁護士法人大江橋法律事務所では、第一線で現場に携わる弁護士による「最新判例解説セミナー」、

「M&A実務セミナー」、「国際法務セミナー」、「ライフサイエンスプラクティスセミナー」等、
企業経営・企業法務の実務に役立つウェビナー（無料）を開催しております。
セミナーの詳細およびお申込はWEBをご覧ください。
最新セミナー情報：https://www.ohebashi.com/jp/seminar.php
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Ⅰ．はじめに

現行の中華人民共和国仲裁法（以下「仲裁法」
という）が公布されたのは1994年であり、仲裁法
の施行から26年の間に、中国全土では270以上も
の仲裁機構が設立され、処理された仲裁事件は
400万件以上、係争金額は5兆元に上ったとされる。

ジェトロによる統計によれば、2020年の日中貿
易を双方輸入ベースでみると、総額は前年比0.2％
減で微減しているが、金額ベースでは依然として
3,401億9,478万米ドルの規模であり、新型コロナ
ウイルス感染拡大の影響で日本と世界との貿易総
額が1割減となった中で対中貿易額の減少幅は小
さく、日本の貿易に占める中国の比率は過去最高
となった。

日中間の貿易や投資（M&A等を含む）では、
仲裁費用が比較的安いことや交渉において合意し
やすいこと等から、紛争解決方法として中国又は
日本の仲裁機関における仲裁が選択されることも
少なくない。もっとも、中国国内での仲裁手続及
び外国仲裁の中国国内執行の場面で、仲裁法の解
釈が問題となり、中国において仲裁合意の無効確
認、仲裁裁決を得た後の仲裁裁決の取消を求めて
訴訟提起や執行停止が主張されるケースもある。

重要な論点については、中国の裁判実務や司法

解釈1）により一定解決が図られてきたが、2021年
7月30日、中国司法部は、中国仲裁法の改正草案

（パブリックコメント版）2）を開示した。仲裁法
の改正は、2021年の立法計画に含まれており、
改正が予定されていると考えられることから、本
稿では、現行法を前提とした重要な論点について
の関連規定・司法解釈による運用及びそれらの点
について仲裁法改正草案においてどのような改正
が指向されているかの紹介と合わせて、筆者が申
立代理人を担当した一般社団法人日本商事仲裁協
会（以下「JCAA」という）の仲裁規則に基づく
仲裁裁決（2020年第2号事件、2021年2月10日裁決）
の中国における外国仲裁裁決の承認・執行手続の
実際の流れ等の簡単な紹介を行いたい。

Ⅱ．仲裁合意にかかる規定の整理

1. 仲裁機関に関する約定
仲裁法第16条は、仲裁合意には、①仲裁申立ての

意思表示、②仲裁に付託する事項、③選定する仲裁
委員会を記載しなければならないと規定し、第18条
では、仲裁合意が仲裁に付託する事項若しくは仲裁
委員会について約定していない又は約定が不明確で
あり、当事者が補充的に合意できない場合には、仲
裁合意は無効であると規定されている。

中国仲裁法実務と改正草案について

高槻 史 Fumi Takatsuki

大江橋法律事務所　弁護士

1）中国の最高裁判所により公布される法令の解釈規定であり、下級審を拘束する。
2）仲裁法パブリックコメント版は99条あり、現行法に比べると19条追加されている。
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そして、最高人民法院3）の「中華人民共和国仲
裁法適用に関する若干問題についての解釈」（以
下「仲裁法司法解釈」という）第3条では、仲裁
合意に約定された仲裁機構の名称が不正確である
が、具体的な仲裁機関を確定することができる場
合には、仲裁機関を選定したものと認定しなけれ
ばならないとされ、また、第4条では、仲裁合意
が紛争に適用される仲裁規則のみを約定している
場合には、当事者が補充合意を行った場合又は約
定された仲裁規則により仲裁機関が確定できる場
合を除き、仲裁機関を約定していないものと見做
され、仲裁合意は無効とされる。

関連する参考事案として、以下を紹介する。
1997年7月6日、スイス企業であるWicor Holding 
AG（以下「Wicor」）は、中国企業であるTiaizhou 
Haopu Invewstment Co., Ltd（泰州浩普投資有限
公司　以下「Haopu」）との間で合弁契約を締結
し（以下「本件合弁契約」という）、本件合弁契
約には、契約当事者間の紛争については仲裁に付
託するものとし、「仲裁は国際商業会議所調停・仲
裁規則によって行われるものとする」という内容の
仲裁条項が含まれており（以下「本件仲裁条項」と
いう）、WicorとHaopuとの間で競業避止義務をめぐ
る紛争が発生し、Haopuは2011年7月、泰州市中級人
民法院に対し、Wicorの本件契約違反を根拠に訴訟
提起し（以下「本件訴訟」という）、法院の管轄と
の関係では本件仲裁条項が無効であると主張した。

最高人民法院は、2012年3月1日、江蘇省高級
人民法院が行った渉外仲裁協議の効力確認案件に
ついての伺い兼報告に対し、本件において、当事
者は仲裁合意において「仲裁は国際商業会議所調
停・仲裁規則によって行われるものとする」と約
定している。当該仲裁合意は仲裁機構を約定して

おらず、国際商業会議所仲裁規則に基づき仲裁機
構を確定させることもできず、当事者は事後的に
補充合意に達することもできなかったのであるか
ら、中華人民共和国仲裁法第16条4）、第18条及び

「最高人民法院の中華人民共和国仲裁法適用につ
いての若干の問題に関する解釈」第4条5）の規定
に基づき、本件仲裁条項は無効と認定されるべき
である。貴院の本件仲裁条項が無効とする意見に
同意する、との見解を回答した6）。

2. 仲裁法改正草案
（1）仲裁機関にかかる要件の削除

この仲裁機関の特定・約定の要件について、仲
裁法改正草案では、第21条において「仲裁合意は、
契約において規定される仲裁条項及びその他の書
面の方式により、紛争が生じる前又は紛争が生じ
た後に締結される仲裁を求める具体的合意であ
る」と定義し、仲裁機関を明確に約定する必要が
あるという現行法の要件を削除した。

また、仲裁機関についての約定がない場合、又
は約定が不明確な場合について、第35条におい
て、①仲裁合意における仲裁機関の約定が不明確
であるが、適用される仲裁規則により仲裁機関を
確定できる場合には、当該仲裁機関により受理し、
②仲裁規則においても約定されていない場合は、
当事者は補充合意を行うことができ、③補充合意
を行うことができない場合には、最も先に案件を
受理（正式な手続き開始）した仲裁機関により受
理されるものとするとしている。

また、④仲裁合意において仲裁機関の約定がな
く、当事者が補充合意できない場合は、当事者の
共同住所地の仲裁機関に仲裁を提起することがで
き、⑤共同住所地がない場合には当事者の住所地

3）裁判所を指す。
4）仲裁合意には次の各号に掲げる内容を含めなければならない。（1）仲裁申立ての意思表示、（2）仲裁に付する事項、

（3）選定する仲裁委員会。
5）仲裁合意において紛争に適用する仲裁規則のみを約定している場合、仲裁機構について約定していないとみなす。
但し、当事者が補充合意を定めている場合、又は約定した仲裁規則に基づき仲裁機構を確定できる場合はこの限りで
はない。
6）2012年のICC規則改正によって、ICC国際仲裁裁判所がICC仲裁規則に従った仲裁の管理を行う権限を有する唯一の
機関であり、ICC仲裁規則の合意した当事者はICC国際仲裁裁判所による仲裁の管理を受け入れたものとすることが明記
されたことから、現在は本件仲裁条項と同様の文言について仲裁法第16条違反と判断される可能性は低いと考えられる。

03-08_中国仲裁法実務と改正草案について_高槻先生.indd   403-08_中国仲裁法実務と改正草案について_高槻先生.indd   4 2021/10/01   10:002021/10/01   10:00



中国仲裁法実務と改正草案について

　68巻10号［2021.10］　　5

以外の最も先に受理（正式な手続開始）をした第
三地の仲裁機関が受理するものとした。

その他、紛争が主たる契約及び従たる契約に関わ
り、主たる契約と従たる契約の仲裁合意の約定が不
一致である場合は主たる契約の約定に従うこと、従
たる契約に仲裁合意がない場合は主たる契約の仲裁
合意が当事者に対して有効であることや、株主が会
社を代表して契約相手方に権利主張を行う場合に、
会社と相手方当事者との間の契約における仲裁合意
が適用されることなどを規定している。

（2）アドホック仲裁
前記の通り、現行の仲裁法では仲裁機関の約定

が求められていることもあり、特別規定に基づき
自由貿易区内で行われる一定の形式・合意を要件
とするアドホック仲裁を除き、一般的にはアドホッ
ク仲裁を中国国内で行う約定については無効にな
るリスクが高いと解されていることから、中国国
内のアドホック仲裁の選択は避けるのが実務的対
応であった7）。この点について、仲裁法改正草案で
は、渉外性のある商事紛争については、アドホッ
ク仲裁の合意が可能であることを規定し、その代
わりに、仲裁人が仲裁判断に対して異なる意見を
持ち、裁決書に署名しない場合については、当事
者に書面の意見書を提出する必要があること、裁
決書及びその送達記録を法院に届け出なければな
らないことが規定された（第91条乃至第93条）。

Ⅲ．�仲裁手続における財産保全、証拠保全、
行為保全制度、臨時仲裁人制度

1. 現行法における保全手続
中国国内の仲裁に関しては、仲裁申立て前につ

いては、当事者は、民事訴訟法に従い、管轄を有
する法院に保全の申立てを行うことができ（民事
訴訟法第101条）、仲裁申立て後については、当
事者は仲裁機関に財産保全の申立てを行うことが
でき、仲裁機関が法院に移送するものとされてい
る（仲裁法第28条、最高人民法院による人民法

院が財産保全案件を処理することについての若干
問題の規定第3条、渉外仲裁については民事訴訟
法第272条）。外国仲裁の場合については、仲裁
の申立て前後を問わず中国の法院に対して保全申
立てを行える根拠規定がなく、実務的には保全申
立ては困難と考えられており、また外国の仲裁機
関が発した保全命令に基づいて中国の法院に保全
命令を実施してもらうことはできない状況にあ
る。（もっとも、例外的に海事仲裁においては特
別規則により、外国仲裁を行う場合も、中国国内
の財産に対して中国の法院を利用した保全が可能
であり、「内地及び香港特別行政区の法院の仲裁
手続における相互共助保全手配」（以下「相互共
助保全手配」）に基づく香港仲裁については仲裁
判断が下される前に中国の法院に保全申立てがで
きるようになった。従って、財産保全という面で
は、中国国内の渉外仲裁機関や香港における仲裁

（但し、相互共助保全手配の要件を満たす香港仲
裁）に優位性があるということになる。）

2. 仲裁法改正草案の規定
仲裁法改正草案では、既存の仲裁保全にかかる

規定を他の臨時的な保全措置と統合し、当事者は、
仲裁手続の進行前8）及び進行期間中に、人民法院
又は仲裁廷に対して臨時措置（財産保全、証拠保
全、行為保全及びその他仲裁廷が必要と判断する
その他の短期的措置）を求めることができるもの
とした（法院と仲裁廷のいずれに申立を行うこと
もでき、当事者が仲裁廷に保全申立を行った場合、
仲裁廷の決定については当事者又は仲裁機関が法
院に移送し、法院が関連する法律に従って適時に
執行するとされた。但し、外国仲裁が行われる場
合において仲裁廷が出した保全決定についても中
国の法院において執行を求めることができるのか
は明らかではない。これまでの実務運用からすれ
ば、明確に外国仲裁についても許容することの規
定がなければ、実務的には根拠規定がなく、難し
いと考えることになるであろう）。

7）国外で行われたアドホック仲裁による仲裁判断については、通常の外国仲裁判断と同じ枠組みでニューヨーク条
約に従って、承認・執行が判断される。
8）仲裁申立ての後を意味する。
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また、仲裁申立ての後、仲裁廷が組織される前
の段階については、緊急仲裁人制度を追加するこ
とにより、仲裁廷が臨時措置の決定権を持つこと
を明確にした。

仲裁法改正草案では、仲裁廷による臨時措置命
令について法院に移送し、執行するとされたもの
の、法院においてはどのような審査を受けるのか、
これらの制度の導入に際しては民事訴訟法との整
合・改正が必要となってくると思われる。

なお、その他に仲裁手続をオンラインで実施す
ることができることなども明記された。

Ⅳ．�仲裁判断の取消及び仲裁再提訴制度
の整備

1. 現行法における仲裁判断の取消及び不執行の
申立制度

中国の法院において仲裁判断の取消を求める手
続については、仲裁判断が下された後6カ月内に、
仲裁機関の所在地の中級人民法院に申立てを行い9）、
以下の事由のいずれかがある場合には、仲裁判断
の取消を求めることができるとされている。

渉外仲裁10）について（仲裁法第70条、民事訴訟
法第274条）

（1）
当事者が契約において仲裁条項を約定して
いない場合又は事後的に書面による仲裁合
意を締結できない場合

（2）

被申立人が仲裁人の指定又は仲裁手続の進
行にかかる通知を受領していない場合、若
しくはその他被申立人の責めに帰さない事
由により意見陳述をできなかった場合

（3）
仲裁廷の組成又仲裁の手続が規則に合致し
ていない場合

（4）
裁決した事項が仲裁合意の範囲に属しない
場合又は仲裁機関に仲裁権限がない場合

非渉外仲裁について（仲裁法第58条、民事訴訟
法第237条）

（1）仲裁合意がないこと

（2）
判断の対象とされた事項が仲裁合意の範囲
に属さないこと又は仲裁委員会に仲裁する
権限がないこと

（3）
仲裁廷の構成又は仲裁手続が法定の手続に
違反していたこと

（4）
判断の根拠とされた証拠が偽造されたもの
であること

（5）
相手方の当事者が判断の公正性に影響を与
えるに十分な証拠を隠匿していたこと

（6）
仲裁人に当該事件の仲裁に際して賄賂を要
求し又は受け取り、私利のために不正を働き、
法を曲げて判断を下す行為があったこと

また、仲裁判断の執行申立手続において、被申
立人が、渉外仲裁については民事訴訟法第274条に
定める事由、非渉外仲裁については民事訴訟法第
237条に規定する事由（仲裁法58条に定める理由と
同様）のいずれかがある場合には不執行の決定を
求めることができ、不執行と決定された場合には
仲裁合意を書面により締結して再度仲裁を行うか、
人民法院に対して提訴すべきものとされる11）。

2. 仲裁法改正草案
仲裁法改正草案では、第1に、仲裁判断取消と

9）仲裁条項の有効性を争う場合、仲裁廷の最初の開廷審理の前に申立てをしなければならず、その後に人民法院に
対して仲裁条項の無効確認を請求した場合（仲裁条項の無効を理由として仲裁裁決の取消又は不執行申立てをする場
合も含む）、人民法院はこれを受理しないとされる（仲裁法司法解釈第13条第1項、第27条）
10）なお、ここでいう渉外仲裁とは、当事者のいずれかが外国法人である、契約目的物、履行地が外国である等の渉
外性を持つ紛争について作出された中国国内の仲裁機関の仲裁裁決を指し、外国仲裁裁決の承認・執行についてはニ
ューヨーク条約に従って承認・執行の判断がなされる。
11）仲裁判断の取消申立てと不執行申立制度に関しては、繰り返し同じ理由で争われることを避けるため、仲裁法司
法解釈において、仲裁判断の取消が却下された後に同じ理由をもって不執行の抗弁を提出した場合、これを支持しな
いとされている。
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不執行の両手続が併存し、重複審査がされること
により時間がかかり、矛盾した結果が出る場合も
あるという問題を解決するため、執行手続の段階
において仲裁判断の不執行の審査を申し立てるこ
とができるとする従前の規定を削除し、仲裁判断
に対する司法審査を取消の制度に絞った。その上
で、執行に関して管轄を有する法院に対して、仲
裁判断が社会公共の利益に合致しているか否かを
審査する主導的な審査権を付与した（第82条）。

第2に、国内仲裁判断と渉外仲裁判断の取消事
由を整理し統合し、仲裁判断が悪意のある共謀や
偽造された証拠等の詐欺行為により得られた場合
を取消の事由に追加するとともに、当事者が主張
した取消事由は仲裁判断の一部の事項のみに及ぶ
場合には、法院は仲裁判断の一部を取消すことが
できる旨の規定を追加した（第77条）。

第3に、当事者による取消の申請期間を6カ月
から3カ月に短縮し、また、仲裁判断取消の決定
について、当事者が1つ上級の法院に対して再審
査申請をすることができる旨の規定を追加した

（第81条）。
第4に執行に関しては、第三者が執行の手続の

中で執行の対象について異議を申し立てることが
できること及び権利侵害の訴えを提起することが
できると明確にした（第84条、第85条）。

以上の通り、仲裁法改正草案では、これまで中
国における仲裁又は中国における外国仲裁の承
認・執行の場面で問題となってきた保全や執行の
論点について一定の改善を図り、より安定した手
続を保障することが意図されているものと思わ
れ、今年又は来年の改正状況に関心が高まるとこ
ろである。

Ⅴ．最後に

最後に、筆者が直近で扱ったJCAA仲裁判断の
中国における承認・執行の事例について簡単に紹
介したい。

本件は、上海所在の中国企業と関西所在の日本
企業との間の日中貿易にかかる紛争（日本企業が
中国企業から商品を仕入れたが、重大な瑕疵があ

り、契約解除及び代金返還請求等を行った）事案
である。契約書はシンプルな内容のものであった
が、中国語で締結されており、仲裁機関はJCAAと
することが約定されていた。筆者は、本件につい
て日本企業の代理人として、2020年9月3日にJCAA
に対して申立てを行い、1名の仲裁人が選任された

（本件については迅速仲裁手続が適用された）。
2020年11月から翌年1月初旬にかけて当事者双

方が仲裁人の定める審理計画に従って答弁書、主
張書面、補充証拠、証拠についての意見等を提出
し、2021年1月12日、Zoom会議の形式による開
廷審理が行われ、開廷後に和解協議が試みられた
が成立せず、2021年2月10日、仲裁廷は仲裁判断
を下し、JCAAによって双方当事者に送達された。

仲裁判断において、申立人の請求の大部分は認
容され、申立人は、中国の合肥中級人民法院に対
し、外国仲裁判断の承認・執行の申立てを行い、
2021年4月21日に案件が正式に受理され、2回の
開廷を経て、2021年6月10日に、当該仲裁裁決に
ついて承認・執行する旨の決定が行われた。

申立人代理人として、本件について印象に残っ
た点として、新型コロナウイルス感染症の影響も
あり、オンラインでの開廷となったことや対象物
の瑕疵の存在についての立証のための鑑定作業が
あげられる。特に、迅速手続が採用された結果審
理の期間が限られ、更に、特に新型コロナウイル
ス感染症の蔓延により緊急事態宣言により準備作
業にも影響があり、日中の行き来もできない中で、
仲裁人、被申立人及びその代理人弁護士はいずれ
も上海におり、現物をみせることも、鑑定作業の
立ち合いもできない状況下にあり、どのように当
方が客観的、公平な作業指針、手順で鑑定を実施
したと理解してもらうかに苦心したが、結果とし
て当方の主張、立証が認められたことにほっとし
た。他方で、Zoomでの開廷は仲裁人、申立人、
被申立人代理人のいずれも普段からよく使用して
会議をしていることもあり、まったく違和感はな
く手続を進めることができ、国際仲裁において、
それぞれの当事者の時間・費用の節減効果を考え
るとメリットが大きく、証人尋問などの実施が行
われる場合を除けば、今後も積極的に活用されて
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いくことが望ましいと思われた。もっとも、主張
書面、証拠書類の提出については、仲裁人の指示
のもとで、電子メールでの提出、原紙での郵送提
出のいずれも行っていたが、特に迅速手続で期限
が限られる中で外国への郵送にかかる期間・負担
を考慮すると、オンラインでの審理が今後増える
ことを踏まえて、JCAAでもオンライン審理を前
提とした書類提出の細則、原本の取り扱いの整理、
写真・映像等の大容量のデータファイルを提出す

る場合のルール作りなどの準備も必要であるよう
に思われた。

そして、仲裁判断が下された後の、中国の法院
での承認・執行に関しては、合肥中級人民法院で
外国仲裁判断の承認・執行の申立てを受けるのは
初めてであるという話であったが、受理から2カ月
弱という迅速な対応が行われ、中国の法院の変化
を感じた結果となった。以上、参考までにご紹介
する。
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Ⅰ．�はじめに
Ⅱ．�日本の倒産法概観
Ⅲ．�日本における倒産手続の開始と仲裁の関

与形態
Ⅳ．�倒産開始決定前に既に仲裁判断が下され

た場合
（以上、本号）

（以下、11月号）
Ⅴ．�仲裁手続係属中に倒産手続が開始された

場合の仲裁手続の取扱い
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Ⅵ．�管財人の権限と仲裁手続との関係
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Ⅷ．�倒産手続開始後、新たに仲裁合意をして

仲裁手続を開始する場合
Ⅸ．�結　語

Ⅰ．はじめに

1. 破産と仲裁との相克
倒産とは、債務者（会社）の経営状況が窮境に

陥り、すべての債権者が満足できる債権額全額の
支払いができない状況において、多数の債権者間
の集団的処理と調整を、強制的あるいは当事者の
合意に基づき行い、倒産した債務者の財団から債

権者に対して個々の債権額を基準として割合的な
弁済を行う制度である。他方、仲裁とは、当事者
間の個別の同意に基づき、当事者間の紛争を第三
者である仲裁人の判断により解決する制度であ
る。過去においては、倒産法と仲裁法の間の接点
はそれほどない時代もあった。倒産法の本質的性
質である集団的処理すなわち債権者団という集団
を一体として調整し、場合によっては強制的に紛
争を処理するというタイプの紛争解決手段と、仲
裁の固有の性質である紛争の当事者間の個別の同
意に基づき当事者間で仲裁手続を選択して、その
手続に従うというタイプの紛争解決との間には隔
たりがあることは至極当然のことであった。その
ため両手続の間で実務的な対応が行われることは
稀なケースであった。

2. 国際倒産における変容と仲裁との交錯
ところが資本主義の進展とともにグローバル企

業が台頭し、当該グローバル企業が多数の支店、
子会社、関連会社を国境を越えて設立し、国際的
なグループ企業群がビジネスを進化させる状況が
現れてきた。それにともないこのようなグローバ
ル企業が図らずも倒産した場合どのような対処を
することが適当であるかを検討する必要が出てき
たことは、2008年のリーマンブラザーズ破綻事
件の倒産処理を想起するだけで十分であろう。倒
産事件、特に国際倒産事件において、多数の債権
者を集団的に取り扱い倒産処理の実行をすること

日本の倒産事件における仲裁手続の関与と進展（1）

阿部信一郎 Shin-Ichiro Abe

中央大学法科大学院客員教授・弁護士
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を、国家の裁判所が独占することの非効率性が次
第に顕著となってきている。国際的なグループ会
社の倒産において、関連会社が複数国に本拠を有
し、その各々の国で倒産手続を係属している場合、
例えばグループの共有資産を個別に分断して各国
の倒産手続にしたがって別々に処分するよりも、
むしろ一体として売却することでグループの資産
価値を最大化して、それを関係するグループ関連
会社間で配分する方が関連会社の財団をより増大
して、債権者への配当を極大化できる可能性があ
る場合もあろう。債権者への配分についても、各
国の倒産裁判所が、当該裁判所に個別に債権届出
をした債権者のみを対象として、各国独自の優先・
劣後の基準に基づき配当を行うことが伝統的な倒
産実務であるが、それよりもむしろ、国際的なグ
ループ会社を関連会社も含めて一体として扱い、
単独の仲裁手続で、統一した判断に基づき、一律
の基準で弁済したほうが、債権者にとってむしろ
公平であり効率的である可能性も高い。このよう
な考慮から、倒産手続のより一層の効率化や財団
の価値の真の最大化を図るために、倒産の分野に
おいても仲裁手続を活用することが有用ではない
か、あるいは当事者の間で合意した仲裁合意を倒
産手続においても尊重していくことはできないか
が議論されている状況である。

Ⅱ．日本の倒産法概観

日本の倒産法制を概観すると、倒産法は破産法、
民事再生法、会社更生法、特別清算（会社法）と
分かれている。破産法と特別清算は清算を行うこ
とも目的としており、債務者事業の解体を前提と
して、債務者財産を現金化して形成した財団を、
債権者に債権額に応じて即ちプロラタ（案分）で
配分することを目的としている（例えば破産法１
条、会社法565条）。民事再生法と会社更生法は、
事業の再建を目的とした法律であり、民事再生法
が主としてDIP型手続として、債務者会社の既存
の経営者が倒産後も経営権を維持して、債権者の
合意と裁判所の認可を得た再生計画を実行して会
社を再建していく手続であり（民事再生法38条

１項）、米国連邦倒産法のChapter11手続と類似
した手続であるといわれているのに対して、会社
更生法は主として裁判所から選任された管財人
が、会社の財産の管理・経営を行いつつ、再建計
画にもとづき会社を再建していく手続である（会
社更生法67条、72条）。民事再生法で手続の対象
となる債権者は、無担保の債権者であるが、会社
更生法では担保債権者と無担保債権者の両者がそ
の手続の対象となる。

倒産手続の申立てについて、例えば、最も事件
数が多い清算型の倒産手続である破産手続であれ
ば会社の債務超過（債務者会社の負債が資産を上
廻っていること）や支払不能（債務者会社が一般
的かつ継続的に債権者への支払をできない状況に
あること）があると、裁判所は破産手続開始を決
定し、会社に破産手続が係属する（破産法15条、
16条）。裁判所から破産管財人が選任され、破産
管財人は現務を結了し、破産財団の増殖を図るべ
く資産を売却し、売掛金等を回収する（同法74条、
78条）。他方で、破産管財人は、債権者が裁判所
に届け出た債権、例えば売掛金債権や貸付金債権
等について、当該債権が果たして存在しているの
か否かあるいはその金額は正しいのかというよう
な債権の有無及び金額等について債権調査を行
い、そこで認められた債権額に基づき、破産財団
からプロラタ弁済を行う（同法115条以下）。そ
の過程で、破産管財人は、債権者への偏頗な弁済
等、倒産申立直前に行われた不公平な取引行為を
否認して、破産財団に財産の現状に復する等の特
別な権限も付与されている（同法160条以下）。
この特別な権限が仲裁との関係でも大きな問題と
なることは後述する。

Ⅲ．�日本における倒産手続の開始と仲裁
の関与形態

1. 倒産法制の進展
前述したとおり、日本の倒産手続において、仲裁
手続が関与することは極めて稀であり判例も殆ど
ない状況にあった。ところが、日本においても
1999年に民事再生法及び2000年に外国倒産処理
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手続の承認援助に関する法律がそれぞれ制定さ
れ、さらに2002年の会社更生法及び2004年の倒
産法の両法の改正が行われ、その内容のひとつと
して1997年に採択された国際連合国際商取引法
委員会（UNCITRAL）の国際倒産モデル法（以
下「国際倒産モデル法」という）が採用された1）。
この潮流において、日本の倒産法制においても、
倒産手続開始の効果が国内財産のみに限定される
属地主義から、管財人の管理処分権が外国に存在
する債務者財産にも及ぶ普遍主義に移行した（同
法34条1項括弧書き、民事再生法38条1項括弧書
き、会社更生法72条1項括弧書き参照）。またリー
マン事件を典型例とする数々の国際倒産事件にお
いて、日本企業が主として債権者あるいは日本の
現地法人の債務者として倒産事件に関与するよう
になったため、グループ会社の国際倒産事件にお
いて各国の関連会社との協同による事件解決の効
率化と財団の最大化について、日本の倒産を専門
とする実務家や学者の関心が高まった。仲裁制度
を倒産事件との関係でどのように活用していくか
は、ますます国際交流が盛んとなり、グローバル
企業との関係を構築していかねばならない日本の
企業においても重要な課題となってきていること
は明白である。

2. 本稿での議論の順序
倒産手続は裁判所の命ずる倒産手続の開始決定

により開始される。特に破産手続の開始決定を基
軸として仲裁との関係を整理すると開始決定前と
開始決定後とに大きく区分けできるが、ここで分
かりやすくするために、次のように問題点を分類
して順次記述していこうと思う。①倒産開始決定
前に既に仲裁判断が下されている場合（Ⅳ）②仲
裁手続が係属中に倒産手続開始された場合の仲裁
手続の帰趨（Ⅴ）③特に、（破産）管財人の権限
と仲裁手続との関係（Ⅵ）④公序の問題（Ⅶ）⑤

（グループ会社を念頭に置いて）倒産手続開始後

に仲裁合意を締結しそれに基づき仲裁手続を開始
する場合（Ⅷ）。ここでは、日本の複数の倒産手
続の中で、その件数と実務において中心となる破
産法をもとに検討していくこととする。

Ⅳ．�倒産開始決定前に既に仲裁判断が下
された場合

日本において仲裁の対象となる紛争は、当事者
間が和解のできる民事上の紛争である（仲裁法
13条1項）。この民事上の紛争について仲裁合意
に基づき仲裁手続が進行して仲裁判断が下された
ものの、その執行がなされる前の状況において、
当事者の一方に破産手続の開始決定がされた場
合、仲裁判断の執行ができるかを検討する。

1. 破産管財人が執行する場合
この点、破産管財人が仲裁判断に基づき執行す

る場合を最初に検討する。裁判所が破産手続の開
始を決定すると、同時に破産管財人が任命される

（破産法31条1項）。日本においては破産管財人は
経験のある弁護士が選任される2）。この破産管財
人には破産財団の管理処分権があるので、破産財
団に属する債権の取立や破産者事業の売却、諸運
品の売却等を行うことができる（同法78条）。し
たがって破産管財人は、仲裁判断に基づき仲裁手
続の相手に対して債権取立等を執行する権限と義
務がある。

2. 破産債権者が執行する場合
それでは、債権者が仲裁判断に基づき、破産手

続開始後に破産財団に執行する場合はどうであろ
うか。ここでは仲裁判断の有名義債権性の有無が
問題となるが、前提として債権者が破産に陥った
相手方に対してどのようして権利を実現するかを
まず説明する。債権者は、仲裁の相手方が倒産手
続に入った場合、相手方に対する破産手続開始前

1）UNCITRAL�Model�Law�on�Cross-Border�Insolvency,�https://uncitral.un.org/en/texts/insolvency/modellaw/
cross-border_insolvency.
2）イギリス等では破産管財人（administrator,�trustee）に会計士が選任され、弁護士はその会計士のもとで破産管財
の作業を行うこととなり、日本において弁護士が選任されて会計士や税理士の補助を受ける取扱いとは逆である。
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の原因に基づき生じた財産上の請求権である破産
債権（破産法2条5号）について、債権届出を行
うことで権利を実現することが破産法の考え方で
ある（同法111条）。この場合、破産管財人がそ
の届出られた債権の存否・金額及び債権の優先・
劣後について認否を行い（同法117条、121条1項
等）、異議が述べられなかった場合には破産債権
は確定して、その確定した金額や債権の優先劣後
が破産財団からの配当の基準となる（同法124条、
194条）。ところが管財人の認否について届出破
産債権者や破産者が異議を述べる場合は債権を確
定する手続に移行する（同法121条2項、4項等）。
破産管財人がその債権者の債権の金額や債権の優
劣について認めなかった債権について当該債権者
や他の届出債権者あるいは破産者が異議を述べた
場合、債権確定手続に移行し、当初は簡易迅速な
債権査定決定で解決を試みるが、万一その決定に
不服があれば債権査定異議の訴えを提起されるこ
ととなる（同法125条、126条）。ただし破産手続
開始当時既に当該債権に関する訴訟手続が係属し
ている場合には訴訟が受継される（同法127条）。
この場合、上記のような異議等のある債権のうち、
執行力のある債務名義あるいは終局判決のあるも
のは有名義債権と呼ばれており、破産手続開始前
に債務名義等が取得されていることが尊重され
て、債権の存否・金額及び債権の優先・劣後につ
いての起訴責任が転換され、有名義債権者ではな
く異議がある債権者等が起訴責任を負担すること
になる（同法129条１項）3）。有名義債権者に有
利な取り扱いとなる。

問題は、破産法が有名義債権となる対象を規定
しているところ、裁判手続きに基づく「終局判決」
は規定されているが仲裁判断については規定して
いないことである。そのため仲裁判断が有名義債
権となるか否かが議論されている。多数説は終局
判決と同様に有名義債権となるとする4）。

この点、多数説が妥当であると解する。そもそ
も終局判決ある債権についての起訴責任の転換が
認めれる趣旨が、即座に執行できる地位の尊重の
みならず、権利の存在の蓋然性にあると考えられ
ていることからすると、仲裁判断も有名義債権と
しての資格があるといってよい5）。学説において
も、多数説の根拠として仲裁判断が確定判決と同
一の効力を有する（仲裁法45条1項）という形で
法律により認められた文書の格式を根拠とする説
もあるし6）、国際倒産モデル法においても、条文
上「判決」としか記載がないのにもかかわらず仲
裁も当然読み込んでいるとの指摘もあるところで
ある7）。

3. 国外に資産がある場合の管財人の対処法
日本の破産法上、上記の普遍主義に基づき国外

の資産も破産財団を構成し（破産法34条1項）、
破産管財人の管理処分権が認められている。した
がって破産開始決定時に債務者の資産が国外に存
在した場合、それは本来であれば破産管財人の許
可なくして処分が認められず、債権者は後述する
ように日本の破産手続へ参加して債権届出を行い
配当を受けることが必要となるはずである。とこ
ろが、国際仲裁の場面においては、海外において

3）伊藤眞他『条解破産法（第２版）』（2014年）908頁、山本克己他『新基本法コメンタール』（2014年）289頁（越
山和広）。
4）伊藤眞『破産法・民事再生法（第４版）』（2018年）684頁他。反対説として、確定した執行判決が必要であると
する説として兼子一監修『条解会社更生法(中)』（2001年）784頁、伊藤眞「破産債権確定手続と外国訴訟手続及び仲
裁手続の交錯」金融法務事情2140号（2020年）37頁(以下「伊藤論文」として引用)。確定までは必要ないが執行判決
自体は必要とする説として中野貞一郎他『基本法コメンタール』（1997年）285頁（栗田隆）。執行文の付与を得て執
行力ある債務名義となるとする説として谷口安平『倒産処理法』（1976年）301頁、竹下守夫編者大コンメタール（2008
年）539頁（橋本都月）、山本和彦「倒産事件における各種訴訟の立法論的課題」島岡大雄他『倒産と訴訟』（2013年）
注(2)486頁。
5）同旨、松下淳一「倒産法制と仲裁（3）」JCAジャーナル41巻6号（1994年）33頁。
6）中野他・前掲注4)285頁（栗田隆）、斎藤秀夫他『注解破産法（第3版）（下）』（2002年）546頁（林伸太郎）。
7）山本和彦「UNCITRAL国際モデル法の解説（５）」NBL636号（1998年）53頁では、UNCITRAL総会の議論の中で、
仲裁については「実質的には訴訟と同様」であり、明文はなくても「手続」に読めるとされた旨が報告されている。
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仲裁判断が下され、その後に相手の会社に倒産の
開始決定がなされた場合、仲裁判断で有利な判断
を得た債権者（相手方）は、例えばニューヨーク
条約（1958年）等に基づき、破産者の海外資産
に対し直接執行する場面が現実的には考えられ
る。債権者は仲裁の相手方の倒産という事態を
知って破産管財人に秘密裏に執行をする場合もあ
れば、債権者自身も相手方の倒産の事態をまった
く知らずに善意で執行する場合もあるであろう。
破産者（会社）の管財人としても、倒産という緊
急事態で国内での倒産処理に忙殺されている状況
下にあり、債権者による国外での執行まで十分に
把握できていないこともありうる。債権者の執行
が途上であり、まだ終結していない場合であれば、
破産管財人は執行を行っている外国の裁判所に執
行に対する中止や取消し等の異議を主張する権限
と義務がある8）。この場合、破産管財人は、当該
外国の裁判所で、外国倒産手続の代表者であるこ
とを承認してもらい、援助の手続を受ける必要が
出てくる場合もあろう9）。

別個な方策として、破産管財人は、執行した債
権者（仲裁の相手方）との間で、和解的解決を、
日本の裁判所の許可を得て行うこともできるであ

ろう（同法78条2項11号）。
さらに進んだ段階として、当該債権者が在外資

産への執行を実行したものの、仲裁判断で認めら
れた債権全部の満足を得ることができず、日本国
内で破産法に基づく債権届出を行ってきた場合、
破産管財人がどのように対処するかも問題とな
る。この点、日本の破産法において、外国で弁済
を受けた破産債権者は破産手続開始決定時の債権
額つまり弁済を受ける前の債権額で債権届出を行
うことができることとなっている（同法109条）。
ただし、配当については他の同順位の破産債権者
が自己の受けた在外資産からの弁済と同一の割合
の配当を受けるまでは最後配当を受けることがで
きないとされている（同法201条4項）。公平の観
点から、在外資産からの債権回収を破産財団から
の配当と同視するものでありホッチポットルール

（hotchbot�rules）という10）。したがって、外国で
執行した債権者も、仮に全額で日本の破産手続に
債権届出を行っても、当該外国で執行によって獲
得した回収額が、日本で行われている倒産手続に
おいて本来受けとることができる配当額よりも大
きいときには配当を受けることはできない。

8）伊藤・『破産法・民事再生法（第4版）』注4)267頁。
9）この点を規定しているのが国際倒産モデル法であり、これを採択した米国連邦倒産法では第15章に基づく手続や、
日本においてもモデル法を参考にした外国倒産処理手続の承認援助に関する法律においても、日本国外の倒産手続の
代表者が、例えば日本に所在する倒産した企業の資産を回収する等の目的のため、日本の裁判所で承認され、執行や
債権回収等について援助する方策が規定されている。
10）兼子・前掲注(4)784頁、伊藤・前掲注4)268頁。
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Ⅰ．はじめに

調停（conciliation）は国際紛争の平和的解決の
うち非裁判手続の１つをなしているが、知られて
いる数は少なく、その内容も公表されるとは限ら
ず、国際法学において具体的な考察は看過されて
いる。その意味で、東京都が当事者となった仏貨
東京市債問題1）の解決のためのブラック（Eugene 
Black）2）世界銀行（IBRD）総裁による調停（1960
年4月1日）は、今日ではほぼ完全に忘却されて
いるものの、貴重な先例といえよう。本稿では、
1912年にフランスで発行された東京市債の元利

返済額をめぐって市債保持者と東京都との間で長
年に亘ってもめにもめた紛争の最終解決を行った
本調停について、外務省外交史料館所収の史料（公
開請求して入手）を参考として考察する。まずⅡ．
において本調停に至るまでの問題の経緯を概観
し、Ⅲ．において仲裁又は調停への付託につき合
意した覚書の内容とブラックが調停人として浮上
した過程をフォローした上で、Ⅳ．において調停
の内容を紹介し、Ⅴ．において若干の考察を行い、
最後にⅥ．において簡単な付言をしたい。

Ⅱ．問題の経緯

問題の経緯については、大蔵省が1952年7月に
作成した「東京市5分利仏貨債年代記」と題する
年表及び東京都財務局公債課『東京市仏貨公債に
ついて』（1955年11月）3）に要領良くまとめられ
ている。これらと調停の冒頭にまとめられた
Facts4）に沿って簡単に見ておくことにしたい。

5分利付電気事業公債は、東京市が電気事業創

世界銀行ブラック総裁による仏貨東京市債問題の調停

中谷和弘 Kazuhiro Nakatani

東京大学大学院法学政治学研究科教授

1）同事件に関する文献として、杉山直治郎『東京市佛貨公債訴訟意見書』(1926年)、東京市電気局編『東京市佛貨
公債訴訟事件の経緯』(1931年)、高柳賢三『国際的公債証券約款の解釈』(法学協会, 1933年)、中塚栄次郎『東京市仏
貨公債に就いて』(1954年)、細田義安『パリ東京ー東京市仏貨公債第３回巴里交渉メモ』（都政出版社、1957年), 津
島寿一『外債処理の旅(芳塘随想第16集)』(芳塘刊行会、1966年), 楢橋渡『激流に棹さして』（翼書院, 1968年) 28-42頁、 
坂本忠次「わが国戦前の外債処理と大都市外債問題」『経済志林』59巻3号（1991年）309-348頁、等参照。
2）Eugene Black (1898-1992) は1949年から1962年まで世界銀行総裁をつとめた。
3）これらは外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に関する日仏交渉関係一件　参考資料』に収
録されている。
4）International Law Reports, vol. 29(1966), pp. 11-15. 
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始にあたり、東京鉄道株式会社の買収及び事業拡
張資金に充当のため、英貨（ポンド）総額9,175,000
ポンドの公債を発行するため、1912年2月22日に
発行された5,175,000ポンドの英貨債と4,000,000
ポンドに相当する100,880,000フランの仏貨（フ
ラン）債（パリにおいて発行、利率は年5分）を
総称するものである。英貨債は1943年公布の外
貨債処理法に基づき日本政府が継承したため、東
京市の外債として残ったのは仏貨債のみとなっ
た。第一次世界大戦後、フランの価値が著しく下
落した（1912年の発行当時は1ポンド＝25.22フ
ランだったが、1926年には1ポンド＝122フラン
と約５分の1になった）ため、債券所持人から「東
京市はポンド又はポンドに相当するフランをもっ
て元利金を支払うべきである」との訴訟が1926
年からフランスで（及びベルギーでも）提起され
た。券面にある “ Fcs. 100,800, 000 （eqivalent to 
￡4,000,000） ”がポンド支払約款となるか否かの
解釈が問題となったが、フランス破棄院は1931
年1月14日に「本公債は英米発行分と単一のポン
ド公債であるから、ポンド（又は等価のフラン）
で元利払をすべし（500フラン市債の額面は新
609.79フランに該当する）」旨の判決を下した

（1933年2月20日に判決は確定した）。1931年8月
に日本でも提訴がなされたが、大審院は1934年
12月27日に「本公債はフラン公債であるから、
額面額のフランをもって元利払をすべし（500フ
ラン市債の額面は新11.13フランに該当する）」旨
の判決を下した。deadlock を打開するための交
渉の結果、1936年9月26日に東京市代表と仏側代
表との間でCompromis de Base が締結され、500
フラン当たり407.75フランを追加で支払う旨が合
意された。さらに細部をつめた上で、1939年12
月20 日に和協協定（Protocol d’Application） が
東京市代表と市債所持人団体（Masse）の代表の
間で締結された。同協定は1940年9月1日に発効
する予定であったが、第二次世界大戦勃発により
東京市による義務履行は不可能となった。1951
年9月8日のサンフランシスコ平和条約の後、日
本政府はポンド債所持人と交渉に入り、1952年
に合意に達した。Masse の代表はフラン債所持人

にも日本政府がポンド債所持人に付与したとの同
様の待遇を付与すべきだと主張した。1952年、54
年、56年にパリで行われた元利支払再開に関する
交渉は決裂した。交渉による解決は無理となった
ため、1956年10月26日の覚書により、仲裁又は
調停により問題の解決を図ることが合意された。

Ⅲ．�1956年10月26日の覚書と調停人の選
定過程

1956年10月26日に東京都代表団の細田義安・
東京都財務局長、楢橋渡・衆議院議員（元内閣書
記官長）、伊原隆・東京銀行常務取締役（元駐英
公使）と仏国有価証券所持人全国協会のAndre 
Ernest Picard, Max Barescut, 東京市五分利付公
債証券仏国所持人協会のEdmond de Henseler の
間で「覚書」が締結された。その内容は次の通り。
「東京都を一方の当事者とし、『全国協会』及び

『磅協会』を他方の当事者とする両者は、法律並
びに国際金融問題に深い経験を有する一名又は二
名以上の権威者の助力を求めることにより、1912
年発行五分利付東京市債に関する円滑なる解決を
見出すことに、意見が一致した。その結果、東京
都代表及び仏蘭西側代表は、東京都及び仏蘭西側
代表が可及的速やかに、大要次の如き線に沿って
具体的なる協定を作成することを取極めた。

人の選定：A. 両当事者は、中立公正にして法
律並びに金融問題の権威者である第三国人1名を
指名する。B. 前項の指名が、実現困難なる場合
には、両当事者は、国際的機関に、右権威者1名
の指名を依頼する。C. 両当事者が、国際的機関
の選定に関し、一致せざる場合には、両当事者は
夫々第三国人1名を指名しその2名は合議の上第三
国人たる第三者1名を選びこの3名をもって合議体
を構成する。合議体は、右の第三者が司会する。

処理すべき問題：処理すべき問題は、1912年
東京市五分利付公債に関する実際的かつ、公平な
る解決を目的とした具体的にして、実行可能なる
案の作成とする。

方法及び効果：両当事者は、本件の急速かつ、
完全なる解決の必要性を認め、その結果、仲裁に
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よるか、それが不可能なる場合には、調停方式ま
たはその他の手段に訴えるのが適当であると、考
えるに至った。
A　仲裁：仲裁に附する場合には、両当事者は債
権者及び債務者を拘束する目的をもって、両国法
制の許す範囲において、第三者による解決に法的
拘束力を与えるべく努力する。仏側代表は、その
ためには仲裁の決定のある以前に、債券所持人総
会に提出される仲裁契約案を作成するのが好まし
く、仲裁を受諾する旨の総会動議は、新たな批准
のため総会を開かずとも仲裁者によってなされた
決定が、全債券所持人を拘束し得るものである。
従って東京都側も、同様に東京都議会、必要とあ
れば日本政府も仲裁者が決定を下す以前に契約案
を批准することが望ましいと述べた。東京都代表
は、東京都にとって仲裁の結果を都議会が予め承
認するよう要求することは、日本の法制上、及び
慣行上の見地からして不可能であり、東京都は都
議会の承認を経なければ、仲裁の結果に同意する
ことは出来ないと述べた。
B　調停その他の方法：右の如き条件の下に仲裁
契約案を作成する事が、不可能の場合には、同様
の考え方に従い、調停の方式あるいは、その他の
手段を考慮することとする。フランス側代表は、
この方式は債券所持人総会に提出さるべきものな
る旨の意見を表明した。他方、調停の結果又は、
その他の方法による解決は東京都議会及び債券所
持人総会の承認を得なければならないものとする
との意見の一致をみた。

4. その他：両当事者は、その場所、形式、期間、
費用、関係書類提出方法については後で取極める
こととする。」5）

調停人の日本側での選定過程については、次の
ような興味深い史料がある。まず、1956年12月
19日開催の東京都仏貨公債評議会第9回幹事会の
記録要領6）においては、伊原隆第3次交渉代表に
よる次のような発言がみられる。
「四分利仏貨国債の調停の時には、人選につい

て両当事者の間でなかなか話がつかず国際機関で
あるIMFのイヴァー・ルート［Ivar Rooth］氏に
依頼し、それからステイン［Nils von Steyern］
氏を選んでもらった。この時には仏側はスイス人
を選ぶことをしきりに主張した。しかし、ベルギー
もそうだが、スイスは外国に金を貸す方の立場な
ので、債権者保護が国是になっている。だから中
立国だからというのでうっかり頼んだらとんでも
ないことになる。バーゼルの国際決済銀行にとい
う話もこの時でたが、やはり債権者保護の色彩が
強いのでこちらで断った。そこでIMFの話が出た
わけだが、仏側ではIMFは米国にあるからという
理由で最初は断ってきたが、結局は所在地は米国
にあっても国際機関であるからということでそこ
に落着いた。とにかく債権者保護の傾向の強い国
では困るのである。私としては国債の時はドイツ
法系の国がよいと思っていた。しかし、国債では、
日本側からいうと第三者が法律的見地だけに立っ
て判断されるのは不利になる可能性があった。

そこで都債の今度の場合についてだが、『覚書』
ではまずAでもって第三国人の第三者1名、例え
ばイヴァー・ルート氏とか、それを想定した。し
かし直接に第三者１名をえらぶことでは両者の意
見が一致しないことも充分考えられるので、Bの
国際機関ということも考えたのだ。仏側ではこの
国際機関については、常設仲裁裁判所あたりを考
えているようだ。私としてはやはりIMFあたりが
最も適当ではないかと思っている（中略）。

このBの方法もとりえない場合にはCの方法に
なるが、これは例えば都側では米国人を1人選び、
仏側ではベルギー人なりスイス人を第三者として
えらぶ。そこでその2人が各々代弁者となって更
に第三者を選びその3人が合議体を作るのだが、
これは実質的には最後に選ばれる第三者が仲裁な
り調停なりをすることになるだろう。これについ
ては、仏側では最初は日仏双方が1人づつ自国人
を出してやろうと言ったのだが、それではあまり
意味がないので、第三国人ということになった。

5）外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に関する日仏交渉関係一件　第3巻』
6）外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に関する日仏交渉関係一件　東京都仏貨公債協議会関
係（委員会幹事会を含む）第3巻』
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その後ピカールは、手紙をよこして、Cにいう3
人は地理的な便宜上同一国に属する人3人にして
くれ、もしそれが不可能ならば、各々自国民を1
名づつ出す方式にしてくれといってきた。しかし、
これは私が一方的に聞いただけの話で当方として
承諾を与えてはいない。

結局、私としては人選についてはBの方式に
よってIMFあたりにすることがよいのではないか
と思う（中略）。」

拘束力の問題については、伊原は「仏側として
はとにかく拘束力を強くしたいが、都側でもって
それと同等の拘束力をあらかじめ表明できない場
合には、若し結果において都がそれを実際に拒否
したときはそれを日仏両国政府間の紛争とみなし
て仲裁裁判に付する旨の文書を日本の大使からで
ももらえば、仏側としてはそれを条件として妥協
できるかもしれないとも言っていた」と述べた。
これを受けて澄田智大蔵省資金課長は、「国債の
時には大統領令がないので、今都債で言われてい
るような強い拘束力は問題にならなかったが、調
停とはいいつつも、実際には専門家の勧告を求め
るという形になってしまった。そして出た結果は
日本側に有利なものであったので、所持人側が容
易に承知せず、事後の交渉が長引き、結局は買上
となり、所持人としてはそれでロンドンにおける
証券投資ができることになったので、初めのステ
インの勧告からみると実質的な所持人の手取で
は、2倍位までにふくれる結果となった。そうせ
ざるを得なかったのは、要するに拘束力がなかっ
たためで、それから推しても、都の場合にも拘束
力を弱くしてやると、調停案については仏側から
相当きびしい酷評が出て大変なことになるのでは
ないかと思う」と述べた。

次に、1957年9月6日開催の東京都仏貨公債協
議会第9回委員会の記録要綱7）においては、次の
ような発言がみられる。

伊原隆東京銀行常務取締役「国債の時には意識
的に法律家を避けたのだが、都債の場合には...法
律的にこの問題を見てくれる人の方がよいのでは

ないかと思う。」
湯本武雄日本銀行監事「法律家か金融専門家に

ついては、私は都債に関しては、法律論を中心と
して問題を分析する人の方がよいと思う。」

澄田智大蔵省理財局総務課長「今度の都債の場
合には、法律家に頼んだ方が有利ではないか。
IMFは仏側が拒否しているとすると、国際司法裁
の裁判長あたりがよいだろう。」

西村熊雄前駐仏大使「今度は法律論でも国債よ
り自信をもってゆけると思うが、問題の本質はど
こまでも国際金融問題だから、法律家にしても経
済に明るい人がよいと思う。もし常設仲裁裁判所
をあげるならば、ここにはプレジデントがいない
ので、この裁判官の中で金融の明るい人を選んだ
らよいと思う。」

伊原「仏側ではIMFを断ったというが、その理
由は、国債の時にIMFにたのんで結果が仏側に不
利になったからではないかと思う。なお、国債問
題で調停者をきめるときに、仏側からスイスにあ
る国際決済銀行（BIS）に依頼する話がでて、当
時そこの部長をやっていたヤコブソン［Per 
Jacobsson］の名前が出たが、日本政府は、BIS
に日本は加入していないし、それが欧州だけの機
関のような傾向があるので、こちらから拒否した
ことがあった。所が現在、ヤコブソンはIMFの専
務理事になったので、IMFの長に依頼することは、
それがかつては日本が拒否した人物であるという
ことで案外逆効果をもたらして仏側が賛成するか
もしれない。なお、当時日本政府がヤコブソンを
拒否したのは、彼国人を拒否したのではなくて、
その属する機関、すなわちBISに不賛成だからな
のだ。」

西村「国際司法裁判所に依頼することは難しい
のではないか」

滝川正久外務省条約局条約第3課長「東大の横
田［喜三郎］先生の御意見では、ハックワ―スと
ハマショールドとは実際問題として双方とも受け
ないだろう。如何に個人としても、職務上制限を
受けるから断ることはほとんど確実だといわれて

7）外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に関する日仏交渉関係一件　参考資料』。
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いた。」
そして参加者の間では、ヤコブソンを第1候補

にすることでほぼ委員の見解は一致したが、アテ
馬が必要だということでいろいろな名前が挙が
り、その過程でブラックの名前が次のような形で
登場した。

湯本「B項でゆくとすると、ハマショールドの
他にアテ馬にするのだったら、世界銀行総裁のブ
ラックがよい。彼ならば、万一彼に決ってしまっ
たところでよいだろう。世銀としては、今迄依頼
されなかったし、この問題に積極的にタッチして
いなかったが、仏国としてはその世銀の態度を物
足りなく思っているかもしれない。だから、世銀
に決定する可能性も相当ある。その場合は、ブラッ
クが、副総裁と相談して一緒にやるだろう。ヤコ
ブソンとブラック、この2つを並列的にならべて
もよい。」

この湯本の提案につき「一同賛成」となり、日
本側ではブラック総裁も推すことになった。

1958年6月の東京での会議において、ブラック
総裁に調停を依頼することが決定され、調停依頼
協定が調印された。同年11月にブラックは調停
依頼を受諾した。1959年12月にはワシントンに
おいて当事者による口頭説明がなされた8）。

Ⅳ．�ブラック総裁による1960年4月1日の
調停

1960年4月1日の調停の主な内容は次の通りで
ある9）。
「私の役割は法規則を適用することに限定され

た裁判所の役割ではないことは、調停合意から明
らかである。私の任務は、公債の元利の支払の再
開のために公正かつ実際的な意見を付与すること
である。1936年から39年にかけての解決合意が
衡平な解決のための唯一の出発点である。そこで
当事者が一旦妥協的な合意をした以上、調停人と
して、フランス破棄院及び市債所持人団体の見解

と大審院及び東京都の見解のいずれを採用する
か、あるいは自身で市債の文言を解釈するかを試
みることは、不適当であり望ましくないと考える」

（15-16頁）。
「しかしながら、市債所持人団体は、①和協協

定の締結において団体の代表は権限を踰越してい
たため協定は市債所持人を拘束しない、②たとえ
協定が有効であっても日仏間の戦争状態の存在ゆ
えに自動的に解消された、③東京市による協定の
不履行（たとえ東京市自体の過失ゆえでなくても）
ゆえに協定の目的は損なわれ、協定は反故にされ
るべきであると主張しているので、これらについ
て述べておく。①については、協定を無効にすべ
きとの訴訟は提起されていない、たとえ協定を市
債所持人に付託することを技術的に怠ったとして
も、そのことは協定から衡平な解決の指針として
の重要性を奪うものではない。②については、私
の目的に無関係であると考えるため、取り上げる
必要はないし、たとえ協定が解消されたとしても、
私が果たすべき任務の基礎としての協定の重要性
には影響しない。③については、この難しい法律
問題の解答は私を拘束するものではなく、私の任
務の履行の助けになるものでもないと考えるた
め、解答を見出そうとはしなかった。たとえ和協
協定が現在文言通りに履行されても、市債所持人
は現実には協定締結時と比べてはるかに少額しか
受け取れないが、この不衡平への救済は協定を反
故にすることではなく、協定が履行されたならば
市債所持人が置かれたであろう立場に市債所持人
を可能な限り置くように協定の文言に効果を与え
ることである」（16-18頁）。
「1939年の和協協定署名から20年以上が経過し

たという事実（1939年には1フラン＝金0.021グ
ラムであったが、1959年には1フラン＝金0.0018
グラムである）を考慮しなければならない。和協
協定において規定された日に支払がなされなかっ
た結果、市債所持人が集団として被った損失は、
①支払期日と最終支払日の間に発生した請求額の

8）東京都『東京都仏貨公債経過概要』（1960年6月）外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に
関する日仏交渉関係一件 第5巻』に収録。
9）International Law Reports, vol. 29(1966), pp. 15-20.  

14-22_世界銀行�ラック総裁による仏貨東京市債問題の調停 _中谷先生.indd   1814-22_世界銀行�ラック総裁による仏貨東京市債問題の調停 _中谷先生.indd   18 2021/10/01   10:022021/10/01   10:02



世界銀行ブラック総裁による仏貨東京市債問題の調停 

　68巻10号［2021.10］　　19

実質価値と②当該期間におけるこれらの資金の利
用の喪失である。①については、「実質価値」の
決定方法が不完全であること及び戦争期間におい
てはこの決定が特に困難であることに鑑み、フラ
ンの法定金重量を価値標準とすることにした。②
については、市債所持人は年利5%の単利利息を
受領すべきである」（pp.18-19）。
「上記の理由により、東京市債の元利支払の再

開につき次のプランをここに提示する。
（i）東京都は券面500フランあたり252.57新フ

ラン（NF）を、1961年3月1日に一括で支払う、
又 は、1961年3月1日、1962年3月1日、1963年3
月1日に3等分して支払う。なお、1960年3月1日
から実際の支払日までの未払分には年利5%を加
えて支払う。

（ii）1新フランは0.18グラムの金価値を有する10）。
（iii）〜（vi）　（略）
（vii）当事者が本プランの解釈又は履行について
合意できない場合には、各当事者は調停人に更な
るアドバイスを求めることができる」（pp.19-20）。

このプランは、両当事者によって受諾され、履
行された11）。

Ⅴ．省　察

以下の5点について簡単に指摘しておきたい。
第1に、ブラックが調停人として浮上した経緯

について。Ⅲ．でみたように、覚書では、まず仲
裁を、仲裁契約を締結できない場合には調停を考
えていたが、結局、仲裁契約案について日仏間で
は合意できず、調停となったと考えられる。日本
側関係者の間では、金融専門家ではなく法律家に
よる調停又は仲裁の方が日本側に有利になるとの
声が比較的強かったが、第1候補として名前が挙
がったのはIMF専務理事のヤコブソン、ブラック
は第2候補として名前が挙がり、両者とも法律家
ではなく国際金融界の大物であった。調停人の人

選についてのフランス側の見解の詳細は不明だ
が、IMF関係者を嫌った結果、ブラックが結果と
して調停人に選ばれたのではないかと推察され
る。但し、ブラックにより示された調停は、Ⅳ．
でみたように純粋に法的な判断とは異質の内容の
ものであった。

第2に、本調停の全般的特徴について。日仏の
確 定 判 決 が 両 立 し 難 い 内 容 の も の で あ っ て
deadlockの状況にある以上、“Fcs. 100,800, 000 

（eqivalent to ￡4,000,000）”がポンド支払約款と
なるか否かについて特定の解釈を調停で示すこと
が、一方の当事者による調停の不履行に至ること
を勘案して、「私の役割は法規則を適用すること
に限定された裁判所の役割ではない」として、こ
の点についての判断を巧みに回避したことは調停
人として賢明であったといえよう。本調停は、
1956年の「覚書」には明記されていないが、「衡平」

（equity）ではなく法外の要素をもとりこむ「衡
平と善」（ex aequo et bono）に基づく判断であっ
たと思われる。法的拘束力の有無については、特
に明記することなく、但し結論の（vii）におい
て「当事者が本プランの解釈又は履行について合
意できない場合には、各当事者は調停人に更なる
アドバイスを求めることができる」とした。これ
は、Ⅲ．でみた1956年12月19日の伊原の発言（「仏
側としてはとにかく拘束力を強くしたいが、都側
でもってそれと同等の拘束力をあらかじめ表明で
きない場合には、若し結果において都がそれを実
際に拒否したときはそれを日仏両国政府間の紛争
とみなして仲裁裁判に付する旨の文書を日本の大
使からでももらえば、仏側としてはそれを条件と
して妥協できるかもしれないとも言っていた」）
と符合するものである。

第3に、債券所持人への補償の基準について。
1956年のオスマン帝国灯台コンセッション仲裁
裁定（フランス対ギリシア）においては、「被害
当事者は違法行為の結果被った損失と裁定日にお

10）フランスは1960年1月に1/100 のデノミネーションを実施した。
11） Elihu Lauterpacht, Aspects of the Administration of International Jutice (Grotius, 1991), p.142. 津島・前掲注1) 
213頁によると、「東京都も仏側代表者もこれを受諾したが、その後仏側の所持人総会における手続上の欠陥が生じて、
その実施が遅延し、協定の実施を見たのは昭和36年秋となったのである。」
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いて等価のものを受領する権利を有し、違法行為
発生日と補償額の決定の間に生じた平価切下

（devaluation）の効果によって損害を被るべきで
はない」12）と判示されたが、違法行為を前提と
したこの判断が本件にそのままあてはまるか否か
は明白とは言い難い。東京都（市）による元利不
払は契約法上は第二次世界大戦という不可抗力に
よるため違法ではないという法律構成が可能かも
しれないからである。イラン米国請求裁判所にお
いては、イラン・リアルでの支払か米ドルでの支
払か、債権者がイラン・リアル下落分の負担を負
うとしてよいか否かが問題となり、複数の仲裁判
断で見解が分かれた13）。

和協協定に基づく東京市の支払所要額（305, 
464,000円）を1とすると、大審院判決に基づく支
払所要額（148,554,000円）は0.49, 破棄院判決に
基づく支払所要額（8,212,190,600円）は26.88、
ブラック調停案に基づく東京都の支払所要額

（3,076,886,000円）は10.07である14）。ここからも
2つの相反する国内判決の間をとる折衷的な解決
が図られたことがわかる。

第4に、本事案における日本政府の責任につい
て。「東京市仏貨公債と日本国政府の責任」と題
する外務省メモ15）では、次のような理由で日本
政府には責任が生じないと指摘する。
「1. 『日本国との平和条約』第18条（b）は、『日

本国は、日本国の戦前の対外債務に関する責任と
日本国が責任を負うと後に宣言された団体の債務
に関する責任とを確認する...』と規定しており、
この規定が1912年発行東京市五分利付仏貨公債
に対する日本国の責任を確認したものかどうかの
問題が生じて来るが、下記の理由により否定的に
解すべきである。

2. 東京市公債は東京市が電気事業経費に充当す
るため1億フラン余40年償還で1912年に発行した

が、『旧外貨債処理法』（昭和18年）に規定された
外貨債に該当せず、又本公債に関しては、日本国
政府に支払責任を負うと従前宣言した事もない。

3. 本公債が発行された当時に於ける公債発行
に関する法的規定をみるに、国債の発行は『大日
本帝国憲法』（第62条第3項）及『会計法』（明治
40年、第6条第1項）により規制されており、一方、
市債の発行に付いては『市制』（明治44年）で規
定を設けている。即ち、市制第132条第1項によ
ると、市債を発行し得る場合は、1. 市の負債を
償還する場合、2. 市の永久の利益となるべき支
出をする場合、3. 天変地異等のため必要ある場
合に限定されていた。目下問題の東京市債は『市
の永久の利益となるべき支出をする場合』に発行
された市債に該当している。市が処理すべき事務
には地方公共団体の固有事務と国・府県からの委
任事務があるが、市債は常に市の固有事務に関連
して発行されるものであり委任事務処理には何等
関係がない（中略）。以上の如く東京市の市債発
行行為は東京市の固有事務に属するものであり、
日本国政府の委任による行政行為とは見做す事が
出来ない。加え、旧『会計法』に於いても、また
現行『財政法』（昭和22年）に於いても、国が地
方公共団体の債務を負担する義務を規定した條項
はない（中略）。

4. 一般国際法によれば、国家は地方公共団体
のなした不法行為に対して国際法上の責任を有す
る場合があり得る。しかしながらこのような国家
責任は国家の機関の行為に対する直接責任ではな
く、間接責任と見るのが妥当である（この意味に
おいては、国家は単なる私人の行為に対して責任
を負うこともある）。しかも本件外債の問題は国
際法上の不法行為に基く責任の問題とは関係がな
い。」

基本的にオーソドックスな見解ではあるが、4. 

12）Reports of International Arbitral Awards, vol.12 , p.248. 
13）この点につき、拙稿「地政学的リスクのある国際取引に関するイラン米国請求権裁判所裁定（下）」本誌67巻11
号（2020年）15-16頁。
14）東京都財務局『仏貨公債支払所要額に関する調（昭和36.10.12)」外務省外交史料館所収「1912年仏国発行5分利
東京市債処理に関する日仏交渉関係一件 第5巻』に収録。
15）外務省外交史料館所収『1912年仏国発行5分利東京市債処理に関する日仏交渉一件　参考資料』。
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については、一方では確かに市債発行は東京市の
固有事務であるが、他方では国家責任条文4条1
項（慣習国際法を明文化したと考えられる）にお
いて「いかなる国の機関の行為も、当該機関が...国
の中央機関若しくは地域的単位（territorial unit） 
の機関としていかなる性格のものであるかを問わ
ず、国際法上当該国の行為としてみなされる」と
規定しているため、固有事務であっても国家が責
任を負う可能性は排除されないと思われる16）。

第5に、帝国政府四分利仏貨国債の調停につい
て。仏貨債の元利返済をめぐっては、もう１つの
紛争があった。帝国政府四分利仏貨国債をめぐる
紛争がそれである17）。日本政府が1910年にフラ
ンスで起債したフラン建国債の償還をめぐる紛争
であり、フランス側は40倍の返済を、日本側は5.5
倍の返済を主張して互いに譲らず、当事者間の直
接交渉では解決の見込もなくなったため、1954
年2月9日に公平な第三者の判断を求めることで
双方の意見が一致した。IMF専務理事ルースの推
薦により、スウェーデンのストックホルム・エン
スキルダー銀行常務理事のステイン（Nils von 
Steyern）に「実際的且つ衡平な方法で争点の解
決を計ることが出来るような支払条件を勧告して
貰うこと」を依頼することとなった。ステインは
1955年3月25日に判断を示したが、その骨子は、
①1940年以降支払期の到来する元利金の支払を
名目額の12倍とする、②元金の償還を15年、既
に支払期の到来せる利子の支払を10年間延期す
る。③調停は日本人所有証券には及ばないという
ものであった。International Law Reportsに付さ

れた注18）では、ステインは仲裁人（arbitrator）
とされ、その意見と解決案は「仲裁意見」（avis 
arbitral）とされたが、1954年の合意の文言から、
専門家の意見と解決案は当事者を拘束するもので
はないことは明らかだとし、ステインは厳密な意
味での仲裁人の機能を果たした訳ではなく、公平
なアドバイザー又は調停人（impartial adviser or 
consiliator）の機能を果たしたとする。私もステ
インの「仲裁意見」は調停であったと考える。
1955年3月31日、日本政府はこのステインの意見
を受諾する旨のpress releaseを発し、同日、フラ
ンスの国債所持人協会はアドバイザーと検討する
とした19）。

Mannはこの「仲裁意見」につき、国債は金約
款を含まないとの見解を示したものであると指摘
した上で、法及び法的考慮に依拠したものか否か
が明確ではないため法的にはほとんど価値を有し
ない、国際法を適用しようとしたか（どの）国内
法を適用しようとしたか述べていない、結論は法
律家には恣意的に思われるとして、批判する20）。
しかしながらより重要かつ現実的な評価基準は、
法的に高い水準のものか否か、先例価値が高いか
否かではなく、deadlock に陥った難題の解決に
とって実効的か否かではないだろうか。いずれに
せよ、この経験が、本事案の調停に多少とも活か
されたことは相違ないと思われる。

Ⅵ．おわりに

1967年に国会で投資紛争解決条約が審議され

16）同条の邦語訳は『国際条約集2021年版』（有斐閣、2021年）109頁。国連国際法委員会(ILC) は同条のコメンタ
リーにおいて、Heirs of the Duc de Guise 事件における1951年9月15日の仏伊調停委員会の決定（第107号）の次の
パラグラフ(Reports of International Arbitral Awards, vol.13, p.161) を引用している。即ち、「1947年8月29日のデク
レがイタリア国ではなくシシリー州によって制定されたとしても問題はない。というのは、たとえイタリア共和国の
公法の下でシシリー州に自治が付与されているとしても、イタリア国は平和条約を履行する責任を負うからである。」
Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two, p.41.  
17）以下、東京都財務局公債課『東京市仏貨公債について』21-23頁 (外務省外交史料館所収『1912年仏国発行５分
利東京市債処理に関する日仏交渉一件　参考資料』),  International Law Reports, vol. 29(1966), pp. 4-11 による。
18）International Law Reports, vol. 29(1966), p. 5 note 1 
19）Lauterpacht, supra note 11, p. 142, note 73. Ⅲ. でみた伊原隆の発言（1956年12月19日）によると、「初めのステ
インの勧告からみると実質的な所持人の手取りでは、2倍位までにふくれる結果となった。」
20）F.A.Mann, Money in Public International Law, Recueil des Cours, vol. 96 (1959-I), pp.87-88, note 4.
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た際に、外務省条約局高島益郎参事官は、「これ
はもし[投資紛争解決国際]センターがすでに存在
しておれば、そういうような紛争を付託したかも
しれないというケースとして考えられますのは、
これは非常に古い事件でございまして、解決しま
したのはごく最近でございますけれども、東京都
の仏貨債事件というのがございます。これは
1912年に東京市がフランスで発行した公債につ
きまして、その公債の償還の問題等について最近
解決した事例でございます。これは当時の東京市
で、現在の東京都でございまして、ここで25条
の1項に言う「その行政区画」ということでござ
いますので、国の — 国自体ではございませんけ
れども、日本政府がそういうものを指定すれば、
これはその公債を買った一般フランスの市民対日
本との関係、一つのこの典型的な事例かと思いま
す」と答弁している21）。

同条約の第3章は調停について規定している。
2016年7月26日には、コスタリカの企業と公共機

関の間の建設契約に関する紛争について、常設仲
裁裁判所（PCA）のサポートの下で調停がなさ
れた（内容は非公開）22）。2016年4月11日に東チ
モールがオーストラリアとの海洋境界紛争につい
て国連海洋法条約298条及び附属書Vに基づく強
制調停を要請し、調停が功を奏して両国は2018
年3月6日に海洋境界画定条約に署名した（5名か
らなる調停委員会の報告書及び勧告は同年5月9
日に公表された）23）。調停に関するシンガポール
条約は2020年9月12日に発効した。このような最
近の状況に鑑みるとき、東京都が当事者になった
本調停は貴重な先例として振り返ってみる価値が
あると思われる。

［付記］脱稿後にAntonio Parra, ‘Black’s Bank’ 
and the Settlement of Investment Disputes, in 
David Caron et al.(eds.), Practising Virtue : 
Ins ide Internat ional Arbitrat ion (Oxford 
University Press, 2015), pp. 150-157 に接した。  

21）第55回国会参議院外務委員会会議録第21号（昭和42年7月20日）1頁。
22）Consorsio Sogeosa-Tilmon v. El Instituto Tecnólogico de Costa Rica    https://pca-cpa.org/en/cases/134/
23）https://pca-cpa.org/en/cases/132/　同調停につき、Dai Tamada, The Timor Sea Conciliation, European Journal 
of International Law, vol. 31(2020), pp. 321-344. 
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本号のポイント

本件1）において、中華人民共和国（以下「中国」
という）の深ｾﾝ市中級人民法院（以下「中級法院」
という）は、仲裁判断に基づく不動産に対する執
行申立て事件において、対象不動産について、当
該仲裁判断が別件の訴訟判決の内容と抵触するこ
とを発見し、当該執行申立てに対し、執行終結と
裁定した。しかし、申立人の執行再議の申立てを
受けて、広東省高級人民法院（以下「高級法院」
という）は、中級法院の当該裁定を取り消し、別
件の訴訟判決と抵触した仲裁判断であっても、仲
裁判断と訴訟判決に同等の効力を認め、執行手続
において、内容的に抵触する訴訟判決によって仲
裁判断の効力を否定せず、本件の仲裁判断の効力
を認めた。本件は、渉外商事紛争ではないが、高
級法院が仲裁判断の効力等に対し、重要な意見を
示したものと評価でき、今後、中国国内仲裁の選
択や、中国における外国仲裁判断の承認及び執行
をめぐる検討を深めるにあたり有益であると考
え、紹介するものである。

Ⅰ．はじめに

本件は、不動産賃貸借契約に関する所有者（賃

貸人）、賃借人（兼転貸人）ら及び転借人らの間
における、不動産の返還に関する紛争事例である。
転借人企業が、転貸人企業に対して不動産賃貸借
契約に基づく契約の継続履行等を求める仲裁を申
し立て、これを認容する仲裁判断を得た後で、中
級法院に対してかかる仲裁判断の執行申立てを
行ったところ、中級法院の執行審査において、第
三者（後述の中国法上の名称と統一する為に、以
下、「案外人」という）である不動産の所有者が、
転貸人及び転借人に対してそれぞれ提訴し、本件
の仲裁判断と抵触する（すなわち、当該不動産に
関する転貸借関係が終了しており、転借人には占
有権限がない旨の）判決が存在することが判明し
たため、執行不能として、執行終結の裁定をし、
執行異議も棄却した。その後、所有者（兼賃貸人）
と賃借人らは、訴訟、司法監督、執行異議、再議
など数十回以上にわたり、中国において、各自の
権利救済のために極めて煩雑な法的手段を執った
ようである。本稿では、紙幅の関係から、以下の
とおり本件に関し、（1）仲裁判断の効力、（2）
仲裁判断の執行終結及び（3）新設される案外人
の執行不承認2）申立権を含め、権利救済の法的手
続のみに着目し、これら以外の論点の検討につい
ては割愛する。

中国商事紛争解決の理論と実務（19）
仲裁判断の執行申立てにおいて、別件の訴訟判決との抵触がある場合に、高級法院が中級法院の
判断を覆し、執行再議申立てにより仲裁判断の効力を認めた事例

張 婷 Zhang Ting（ジャン ティン）
弁護士法人マーキュリージェネラル 中国律師

1）出典：｢本件の有効仲裁判断と別件の有効判決が抵触する場合における処理意見｣ 人民司法2020.26総第901期109-
111頁（広東省高級法院 李曇静･彭恵連）｡
2）中国語原文では ｢不予执行｣ という｡ 本稿では ｢執行不承認｣ との和訳にする｡
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Ⅱ．当事者、仲裁機関等

1. 当事者
X：広東省深ｾﾝ市贛新装飾工程有限公司
Y：深ｾﾝ市原本投資管理有限公司
A：深ｾﾝ万基薬業有限公司
B：深ｾﾝ万基健康保健品有限公司
C：深ｾﾝ市万基投資発展有限公司

2. 事件番号等
1号仲裁
当 　 　 事 　 　 者：申立人X；被申立人Y
仲 　 裁 　 機 　 関：湛江仲裁委員会
仲 裁 判 断 番 号： （2016）湛仲字第16号仲裁判断
執 行 申 立 番 号：（2016）粤03執3355号
執 行 異 議 番 号：（2018）粤03執異1288号
執 行 再 議 番 号：（2019）粤執復256号

2号仲裁
当 　 　 事 　 　 者： 申立人A；被申立人B；執行

不承認申立人Y
仲 　 裁 　 機 　 関：深ｾﾝ仲裁委員会 
仲 裁 判 断 番 号： （2015）深仲裁字第691号仲裁

判断
執 行 申 立 番 号：（2016）粤03執362号
執行不承認申立番号：（2018）粤03民初905号

1号判決
当 　 　 事 　 　 者：原告A；被告X
裁 　 判 　 機 　 関： 深ｾﾝ市南山法院（一審）；深 

ｾﾝ市中級法院（控訴審）
一 審 判 決 番 号：（2015）深南法民三初字1378号
控 訴 審 判 決 番 号：（2017）粤03民終7320号

3. 関連法規
 ・ 「中国民事訴訟法」（以下「民訴法」という）第

227条、第237条、 第257条

 ・ 「中国仲裁法」（以下「仲裁法」という）第58条
 ・ 「最高人民法院による人民法院が仲裁判断執行

案件の問題に関する規定」（以下「仲裁判断執
行案件の規定」という）3）第9条、第18条

 ・ 「最高人民法院による仲裁司法審査案件の逐級
報告問題に関する規定」（以下、「仲裁審査の逐
級報告規定」という）4）第2条、第3条

4.  争点
①仲裁判断と抵触する訴訟判決が存在する場合の

仲裁判断の効力問題
②執行終結の判断要件及び法的結果

Ⅲ．事案の概要

1. 背景
AとBは、2008年4月に、深ｾﾝ万基医薬園プロジェ

クト（以下、「対象不動産」という）に関する提
携契約を締結し、Bは対象不動産の使用にあたっ
て、Aに対して費用を払う旨を合意した。同年6
月に、BとCは、対象不動産の賃貸及び管理に関
する委託契約を締結した。2012年5月頃、CとYは、
対象不動産の工場1階から3階まで及び立体倉庫の
賃貸借契約を締結した。2013年1月、Yは、賃借
権の範囲内において、Xに対して工場1階及び3階

（以下、「対象物件」という）を転貸し、2016年に
賃貸借契約を締結した。その後、賃貸借契約期間
内における対象物件の返還に関する紛争が発生
し、長期間にわたり継続することとなった。

2. 仲裁判断等
仲裁手続の非公開性により、本件に関する仲裁

判断の内容が確認可能な範囲は、執行裁定等の人
民法院の法律文書に限られており、これを前提に
検討する。紛争は、A･B間の仲裁手続から始まっ
たようである。すなわち、2015年、AはBに対して、
前記の賃貸借契約に関する紛争について、深ｾﾝ仲

3）中国語原文 ｢最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定｣｡
4）中国語原文 ｢最高人民法院关于仲裁司法审查案件报核问题的有关规定｣｡ 同司法解釈施行前には､ 中国では本制度
を ｢内請報告｣ や ｢内部報告｣ とも呼んでいたが､ 同司法解釈において初めて本制度が ｢報核｣ と明確に記載される。
日本語による解説文献では､ 一般的に ｢逐級報告制度｣ と表記されているため､ 本稿もそれによる｡
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裁委員会に仲裁の申立てを行った。同年5月27日、
同仲裁廷は、両者間の提携契約等は同年4月10日
付で解除されており、BはAに対して対象不動産
を返還すべき旨の2号仲裁判断を下した。

その後、XはYに対して、賃貸借契約上の債務
の履行を継続せよとの仲裁を申し立てたところ、
2016年1月28日、湛江仲裁委員会は、両者間にお
いて同年1月6日に締結された賃貸借契約書の効
力を認め、XはYに対して残契約期間である約9年
間、引き続き賃借権を有する旨を示し、Xの請求
を認容する1号仲裁判断を下した。

他方で、Aは、Xに対して対象物件における妨害
排除請求訴訟を提起し、X・Yは悪意の共謀により
1号仲裁を申し立てた旨を主張した。一審及び控訴
審のいずれも、Aの請求を認め、Xの対象物件の返
還義務を認める旨を判示した（前述Ⅱの1号判決、
判決日2017/11/3）。上記とは別に、訴訟等の案件
も多数存在するが、本稿においては省略する。

Ⅳ．執行手続き及び各級法院の意見

1. 1号仲裁判断の執行について
（1）執行申立て

Xは中級法院に対し、1号仲裁判断の執行申立
てをし、その後、Xは、Yが対象物件の引渡義務
を果たしたとの理由によって「案件終了申請」を
した。ところが、中級法院は執行不能による執行
終結と裁定した。
＜中級法院の処理意見＞

（a）争点①について
1号仲裁判断の効力の有無について、明確に言

及しなかったが、裁定書に下記のとおり別件の判
決内容を引用し、仲裁判断において認められた内
容を否定した。

すなわち、中級法院は「X･Y間の賃貸借契約は、
1号仲裁判断においてその効力を認められたが、
A･BとY間の別判決により、Yは、対象物件の賃
借権及び転貸権を失ったことが判明し、また、1
号判決によりXの対象物件の占有使用権限が証拠
不足によって認められないため、XはAに対して
対象物件を返還すべきである旨を判示した。それ

ゆえ、1号仲裁判断の執行申立てについて、執行
の前提となるYの転貸権がなくなっているため、
執行終結すべき」との意見を示した。

（b）争点②について
執行終結の理由は、上記（1）の別件の判決内

容を根拠として述べただけであり、法的根拠に関
する解釈が無かった。

（2）執行異議の申立て
Xは上記の裁定に対し、異議を申し立てた。X

が主張した理由は、概要以下の3点である。
第1に、Xは、1号仲裁判断が取り消される前又

は執行不承認と裁定される前の時点では、1号仲
裁判断の効力が認められ、Xが対象物件の合法的
な占有者である旨を主張した。第2に、対象物件
がXに引き渡されていることで執行条件が満たさ
れており、また、1号仲裁判断と抵触する1号判
決が存在するとしても、1号仲裁判断は先に発効
しており、優先執行の効力がある旨を主張した。
第3に、Yは執行申立て中にXに対象物件を引き渡
しており、Xは1号仲裁判断の執行完了による案
件終了をするために中級法院に申請したため、執
行前提はなくならない旨を主張した。

中級法院は、執行終結の裁定が妥当と判断し、
異議申立てを棄却した。

（3）執行再議の申立て
Xは、執行異議の申立てと同じ理由で、執行再

議を申し立てた。高級法院は、Xの再議申立てに
対して、中級法院の裁定を取り消した。
＜高級法院の審査意見＞

（a）争点①について
本件執行の根拠である1号仲裁判断は、確かに

1号判決の内容と抵触する。しかし、民事判決と
仲裁判断が内容抵触しているとしても、法的手続
を経由せず他方の効力が否定されるものではな
い。執行法院も、有効な判決により、有効な仲裁
判断の効力を直接的に否定すべきではない。Aは、
1号仲裁判断に錯誤があると主張する場合、改め
て法的手続に基づく仲裁判断の取消、又は執行不
承認の申立てという法的救済手続を執るべきであ
る。中級法院が、本件の執行前提がないものとし
て、執行終結と裁定し、異議申立てを棄却したこ
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とは、別案件の有効な判決により、本件の執行根
拠とする有効な仲裁判断を否定することと看做さ
れ、執行実施と異議審査の範囲を超えている、と
指摘した。

（b）争点②について
この再議申立てに際し、執行申立て後、XがY

の義務履行完了との理由で案件終了を申請した場
合、中級法院は、Xの申請理由のとおり案件終了
の処理をすべきであり、その結果、強制執行は行
われないことになるが、申立人自らがその負担を
する（ので何ら問題がない）。

以上のとおり、高級法院は、再議裁定において、
中級法院の異議申立ての裁定及び執行申立ての裁
定の第1項の内容を取り消した。実は、高級法院
の合議法廷では、本件審査において意見が分かれ
ていたようである。すなわち、上記の最終意見の
ほか、中級法院の裁定に同意する少数意見もあっ
たようである。少数意見は、要するに、1号仲裁
判断の執行が、1号判決の内容と抵触したことに
より膠着状態に陥ったことは事実であり、人民法
院は、民訴法第257条5）（6）上の自由裁量を有す
るところ、中級法院の裁定理由のとおり執行終結
の裁定をしても、人民法院の自由裁量の範囲内と
言えるのではないかとの観点によるものである6）。

2. 2号仲裁判断の執行について
2号仲裁判断の執行中に、Yは、2号仲裁はA･B間

の悪意の共謀によるものであると主張し、案外人
として執行不承認を申し立てたが、中級法院はこ
れを認めなかった。Aは、1号判決の執行申立て時に、
実際に対象物件に対する管理権を握ったと主張し、
自ら2号仲裁判断の執行申立てを取り下げた。

Ⅴ．解　説

1. 争点① 仲裁判断の効力
中国人民法院は、仲裁判断の効力に関する司法

監督権をもち、仲裁判断取消しの申立て（仲裁法
第58条）及び仲裁判断の執行不承認の申立て（民
訴法237条）に関する審査を実施できる。そして、
2018年「仲裁審査の逐級報告規定」の施行後、
国内仲裁判断と外国仲裁判断の審査基準は、ほぼ
統一された。

高級法院は、1号仲裁判断の執行再議の裁定に
おいて、執行官は、人民法院の判決が仲裁判断よ
り上位の効力を有すると誤認したり、仲裁判断の
執行手続を別件の有効判決との抵触を根拠に終結
させたりすべきではない旨の見解を明らかにし
た。本来、仲裁判断の取消し、仲裁判断の執行不
承認の申立てにおける審査に関しては、逐級報告
制度により、高級法院又は最高人民法院の最終確
認の上、下級法院の裁定に同意する場合に限り、
仲裁判断の効力が否定されるのである。

もっとも、逐級報告制度は、外国仲裁判断のみ
に適用されるものであったが、2018年より、国
内仲裁判断にも同制度を適用し始めた。具体的に
は、本件のような国内仲裁判断については、「仲
裁審査の逐級報告規定」の第2条第2項、第3条に
より、（1）当事者の住所地が同一省ではない場合、
及び（2）社会公共の利益に反することによる仲
裁判断の取消し又は執行不承認の場合を除き、最
高法院ではなく、高級法院に最終裁定権が与えら
れている。

すなわち、かかる制度設計の下では、本件仲裁
判断の効力は、高級法院による仲裁判断の取消し
又は執行不承認の法定審査手続を経なければ、本
来は否定されることがないのである。

近年、最高法院は、中国における仲裁判断の審
査及び執行に関する規範の明確化に本格的に取り
組む姿勢を鮮明にしており、「仲裁審査の逐級報
告規定」等の司法解釈を連発し、中国におけるよ
り公平かつ公正な執行環境の確保を志向する方針
が、はっきり見てとれる。今後、より健全な司法
環境の中、中国取引の外国関係者、特に、外国会

5）民訴法第257条:次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合には､ 人民法院は､ 執行を終結する旨を裁定す
る｡ ①申立人が申立てを取り下げた場合｡ ②執行の根拠となる法律文書が取り消された場合｡ ③被執行人である公民
が死亡し､ …中略…⑥人民法院が執行を終結させるべきであると認めるその他の事由がある場合｡
6）前掲注1）参照。
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社の中国法人は、中国現地における仲裁手続を重
要な紛争解決手段として選択しやすくなり、紛争
解決のコストを低減しうるものと評価でき、利便
性という観点からの意義も大きい。

2. 争点② 執行終結の判断要件及び法的結果
本件において、執行申立人は、被申立人は義務

を履行済みとの理由によって執行終了を申請した
のであるが、この点「中国人民法院による執行業
務の問題に関る規定（試行）」第108条7）（1）には

「有効法律文書に定める内容を全部執行済」の場
合には執行終了とされる旨の規定があるため、か
かる法的根拠によって執行終了するよう中級法院
に申請したものではないかと推察される。しかし
ながら、中級法院は、「別件の有効判決に基づき、
被申立人が対象物件の賃借及び転貸の権利を喪
失」した旨を判断し、執行終結の裁定をした。

執行終結とは、民訴法第257条8）に定められて
おり、被申立人死亡等の特殊事情が発生した場合、
執行手続を終結させる制度である。同制度は、「今
回の執行手続の終結」9）の手続きとは異なり、原
則として、一旦執行終結の裁定を下すと、第257
条第1項に定める事由に該当する場合を除き10）、執
行手続を再開することができないものである。そ
のため、本件執行終結の裁定により、Xの対象物
件の転借権及びこれに基づく占有状態が、極めて
不安定な状況に陥れられたと評価しうる。

本件、中級法院の執行終結の裁定の法的根拠は、
民訴法第257条第1項乃至第5項に該当せず、高級
法院の合議法廷の少数意見において言及された、

同条第6項に従うものと考える。そして、同項に
定める人民法院の裁量権に委ねる事由について、
民訴法及び司法解釈は詳しく列挙していないた
め、執行法院が個別の執行案件の実際の状況に応
じて裁量権を行使する場合、過度の拡大適用や錯
誤的な適用に至るなど、裁量権の逸脱による誤審
の可能性もありうる。

前述のとおり、仲裁判断の効力を認めない、又
は執行不承認との裁定は、高級法院の裁定同意が
ない限り、下級法院が独自ですることができない。
但し、執行終結の裁定は、その適用対象外であり、
下級法院の裁量権の行使等によって下すことも可
能ではある。その結果、本件のように人民法院の
裁量権行使によって執行終結の裁定とされてしま
うと、その結果は実質的に仲裁判断の執行不承認
の場合とほぼ変わらず、申立人に不測の負担を負
わせるものと評価せざるを得ない面もある。実務
上、同条第6項の法院裁量権の適用について、執
行不承認の裁定と同様に、逐級報告制度に基づく
高級法院又は最高法院の同意が得られる場合に限
られるものとすることができれば、執行終結にお
ける下級法院の裁量権の逸脱による誤審を改善で
きるのではないかと思われる。

3. 権利救済方法
高級法院は、被申立人又案外人が執行を阻止す

る方法としては、仲裁判断の取消し申立て、又は
執行不承認の申立てという法的手続を執ることし
かできない旨の再議意見を示した。

7）同規定の第108条 ｢執行終了の方式は､ 次の掲げるものを含む｡（1）略｡（2）執行終結裁定｡（3）執行不承認裁
定｡（4）当事者間執行和解調書を締結し､ かつ履行済｡｣
8）前掲注5）参照｡
9）2009年中央政法委員会、最高法院の連合通知 ｢執行未了案件の集中整理における案件終了基準の規範性に関する
通知｣ において、初めて本手続の定めが明確にされた。これは、しばらく執行継続できない場合においては暫定終結
とするとの意味である。また、｢最高人民法院による執行案件の立案、案件完結に関連する問題についての意見｣ 第6
条第(3)項は、｢執行案件が、今回の執行手続の終結の裁定によって案件が完結した後に、被申立人の執行可能な財産
を発見された場合、執行申立人の申立或いは人民法院の職権により執行再開する場合、人民法院は、執行再開案件と
して受理すべきである｣ としており、執行再開についても定めている。
10）｢最高人民法院による『中華人民共和国民事訴訟法』の適用に関する解釈｣ 第520条: 申立人が申立てを取り下げ
たことによる執行終結の場合において、当事者が、民事訴訟法第239条に定められる執行申立て時効期間内に再び執
行申立てをした場合には、人民法院は受理すべきである。
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（1）執行不承認の申立て
民訴法第237条第2項に、被申立人の執行不承

認に関する定めがある。2012年の民訴法の改正
により、執行不承認における同項（4）（5）11）の
要件と仲裁判断取消し（仲裁法第58条第1項（4）

（5））の要件とが統合され、執行不承認と仲裁判
断取消しにおける全ての法律要件が統一されるこ
ととなった。そして、人民法院は、執行不承認の
審査から案件の実体審査を排除し、手続審査のほ
か、証拠捏造隠滅の有無という客観性審査だけを
実施するものとしており、仲裁機関の実体判断権
の独立性を確保したと評価されている。

2018年3月1日より施行された司法解釈「仲裁
判断執行案件の規定」第9条、第18条は、悪意仲
裁の抑制及び案外人の権益保護という目的を図る
ために、案外人の執行不承認の申立権及び申立条
件の内容を創設した。

ただ、同規定第18条（3）所定の「仲裁案件の
当事者間において、偽造の法律関係又は事実の捏
造がある」との要件は、民訴法第237条第2項の
本来予定していない拡大解釈であり、仲裁判断の
実体審査に及びかねないものであるとの反対意見
もある。また、同規定第9条（1）は「仲裁案件
の当事者が、悪意による仲裁申立て又は虚偽仲裁
により、案外人の合法的権益を害したことを、案
外人が挙証できる」旨、案外人の挙証責任を規定
しているが、仲裁手続の非公開性等を踏まえると、
かかる挙証責任のハードルを越えることは、実務
上、非常に困難なものと予想できる。さらに、同
条（2）所定の「案外人が合法的権益を主張する
執行対象については、執行終了をされない」旨、
すなわち、案外人がかかる申立てをしている期間
中は、執行終了をされないという期間要件が定め
られているところ、仲裁当事者は、履行完了と故

意に執行終了の主張をすることによって、案外人
の執行不承認の申立権を容易に妨害しうるのでは
ないかとの疑問がある。

ところで、本件において、X（Y）及びAは、
いずれも悪意仲裁の主張をしている。確かに、2
号仲裁の当事者A･Bは同一グループ会社の関連法
人であり、1号仲裁判断によって有効と認められ
たX･Yの賃貸借契約は、仲裁直前にバックデート
で締結されたものでもある。更に、執行手続中早々
に双方とも執行完了と自ら主張した点も若干イレ
ギュラーであり、悪意仲裁の疑いをかけられるの
も致し方ない面はあるといえよう。但し、1号仲
裁判断の案外人A･B･Cにとって、1号仲裁判断の
履行済により執行終了になるとすると、前記同条

（2）所定の期間要件を満たせないため、執行不承
認の申立てもできなくなる。一方、2号仲裁判断
の案外人Yは、2号仲裁判断の執行中に、執行不
承認の申立権を行使したが、恐らく挙証責任果た
せなかった為、かかる申立ては中級法院に棄却さ
れた。現状、本制度の創設は、案外人の権益保護
を図るものと一応評価はできるものの、実務上の
救済効果はさほど期待できないかもしれない。

（2）仲裁判断の取消し
高級法院は、本件において「案外人は、本件の

仲裁判断に錯誤があると認識する場合、仲裁判断
の取消申立てができる。仲裁判断の取消申立てが
認められる場合、別訴訟案件の債権者は、執行申
立てや妨害排除請求などに際し、1号仲裁判断の
効力の影響を受けないものである。」12）と論じた。
しかしながら、仲裁法第58条第1項13）によると、
仲裁判断取消しの申立ては、仲裁判断の当事者し
かできない。また、当事者の範囲について、仲裁
法第70条及び最高法院の回答14）により、仲裁判
断の申立人と被申立人に限るものである。つまり、

11）民訴法237条第2項（4）仲裁判断の根拠である証拠が偽造である場合。（5）相手方当事者が仲裁機関に対して公
正な判断に十分な影響を与える証拠を隠蔽した場合。
12）前掲注1）参照。
13）仲裁法58条第1項：当事者が、証拠に基づき次の各号に掲げる事由があることを証明する場合には、仲裁委員会
の所在地を管轄する中級人民法院に仲裁判断の取消しを申し立てることができる…後略。
14）（2001）民立他字第36号「最高人民法院による人民法院が某会社の仲裁判断取消しの申立てを受理すべきかにつ
いての回答」の中、…中略…某会社は、仲裁判断の申立人又は被申立人に該当せず、仲裁判断の取消申立てに関する
主体要件に満たさない為、人民法院は受理すべきではないと明確に定めている。
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1号仲裁判断の取消申立ては、XとYにしかでき
ず、A･B･Cにはかかる権利がないと思われる。

とはいえ、案外人の権益保護手段について検討
してみると、以下の3つを想定しうるが、（2）と（3）
のいずれもが執行終了前との期間要件15）の充足
を求められるため、本件において実施不可能と
なっている。

（1）人民法院の取消権（仲裁法第58条第3項）16）

（2）案外人の執行異議申立権（民訴法第227条）
（3） 案外人の執行不承認申立権（「仲裁判断執行

案件に関する規定」第9条）
そして、A･B･Cとしては、1号仲裁判断を取り

消すために自ら提起可能な法定手続が存在せず、
上記（1）の人民法院の職権による審査手続に委
ねることしかできない。上記（1）の人民法院に
よる社会公共の利益に反するか否かの審査につい
て、「仲裁審査の逐級報告規定」第3条により、最
高法院のみが裁定権を認められている為、本件に
おいても、最高法院は1号仲裁判断が社会公共の
利益に反したことを認定する場合に限り、同仲裁
判断を取り消せるが、かかる判断に至る可能性は

極めて低いのではないかと考える。
以上、本件において、高級法院が再議裁定を下

した後に、X及びYが1号仲裁判断の取消申立てを
するか、或いは最高法院が同仲裁判断の取消裁定
をしない限り、A･B･Cの権利救済の手段としては、
X及びYとの任意交渉によって解決するという極
めて限定的な方法しかないように思われる。

Ⅵ．実務上の留意点

前述のとおり、高等法院の本件に関する裁定意
見は、適正なものと評価できる。但し、1号判決
は依然として存在し、当事者にとって不安定な状
況が続くものであり、勝訴判決を得ている案外人
としても、執行不能という苦しい状況に陥ってい
る。そして、対立関係にある1号仲裁と1号判決
の執行力の優先関係について、Xが主張した「発
効時期によって執行優先度を決めるべき」との観
点について、高級法院は結局何らの回答もしな
かった。この点については、引き続き実務上留意
が必要と思われる。

15）｢最高人民法院による人民法院が執行異議･再議案件の問題に関する規定｣ 第6条第2項:案外人は、民訴法227条に
基づく異議を申し立てる場合に、異議を申し立てられる執行対象物に対する執行終結の前に申し立てるべきである。
後略…。
16）仲裁法58条第3項:人民法院は、当該判断が社会公共の利益に反すると認める場合は、仲裁判断を取り消さなけれ
ばならない。
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多数当事者が関与する和解あっせん 
／出井直樹

【問題】
相続関係事件等、多数の当事者が関与する和解

あっせん手続においては、多数の当事者がいる紛
争を一挙に解決することが可能となるという面が
ある。例えば、家屋が火災を起こし数軒の近隣に
被害が生じた事案において、火元の加害者と近隣
数軒の間の損害賠償を、被害者全軒に和解あっせ
ん手続に参加してもらい一挙に解決した事例など
である。

一方で、当事者の権利関係、事実関係が複雑で
あり、関係者間の利害関係の調整が難しく、手続
が長期化する、利害関係者の一部しか手続に参加
しないため実効的な話し合い・和解解決に困難が
伴う、ということも多い。また、当事者が多数の
場合は、全当事者の意思確認をどのように行うの
かという問題もある。相続人多数の相続関係事件
を例にとると、第1に、和解あっせん手続に相続
人全員が参加することの保証はない点が問題であ
る。一部の相続人の間だけでは、遺産分割はでき
ないため、実体法上意味のある解決のために、関
係者の参加をどのように実現するかという問題が
ある。第2に、全員が手続に参加する意思がある

場合でも、高齢や遠隔地居住のため実際に期日に
出席できる者が限れていることが多い。その場合、
一部の相続人が他の相続人を代理している、ある
いはその意向を代弁している、と称して出席する
場合があるが、そのような場合に本人の意思確認
をどのように行うかという問題がある。第3に、
関係者が多いと、それぞれの法律関係、利害関係、
感情のもつれが複雑に絡み合い、調整に難航を極
めることも多い。

かかる多数当事者が関係・関与する和解あっせ
ん手続で留意すべき事項は何か。

【考え方】
１　手続に参加する者が実体法上の紛争当事者と
一致しないという問題

遺産分割が典型例であるが、関係者（相続人）
のうち一部の者だけの参加では実体法上意味のあ
る解決ができない場合がある。この問題は、手続
の運用というより、参加が任意の手続である和解
あっせん手続の限界を示す問題である。和解あっ
せん手続に乗せるまでのいわば舞台設定によると
ころが大きく、ADR機関や手続実施者のコント
ロール・影響が及ばない部分が多い1）。

もし、そのような状態で、すなわち実体法上の
紛争当事者のうち一部のみを相手方として、手続

和解あっせん実務上の諸問題研究（9）
多数当事者が関与する和解あっせん
当事者の満足度の把握、苦情相談の問題点

齋藤成俊 Shigetoshi Saito

入江秀晃 Hideaki Irie

法律事務所リエゾン　弁護士

九州大学法学研究院教授

1）もっとも、ADR機関に申立て相談があった段階で、誰を相手方とするのが適切かという点の相談を受け、ADR機
関事務局（あるいは手続相談員）が示唆することはありうる。

出井直樹 Naoki Idei

小島国際法律事務所　弁護士
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が申し立てられた場合、あっせん人としては、そ
のことを両当事者に伝えて理解してもらうことが
必要であり、また手続を進めるために、他の関係
者（相続人）にも参加してもらうよう促すことが
適切である場合もあるであろう。参加してもらえ
ない場合は、取り下げてもらう、あるいは手続を
終了するという対応をとることとなろう。

もっとも、一部の関係者のみで意味のある解決
がはかれる例外的な場合もある。遺産分割に例を
とると、大部分の相続人の間では既に合意が成立
しており、申立人と相手方の間でのみ遺産の一部
の分配について争いがある場合である。このよう
な場合には一部関係者（相続人）間のみで和解あっ
せん手続を行い、和解を成立させることに意味が
あるが、その場合でも最終的な遺産分割は全関係
者（相続人）で遺産分割協議を行う必要があるこ
とは踏まえる必要があるであろうし、そのことを
当事者に説明し理解してもらうことが適切であろう。

このような当事者間の和解合意は、暫定的合意、
条件付合意であるといえ、そのような暫定的・条
件付合意をもって和解を成立させることについて
は異論もありうる。しかし、それが暫定的・条件
付合意であることを当事者が理解している限り、
そのような合意の成立を仲介することは意味のあ
る場合もあると思われる2）。

２　一部の関係者が他の関係者から授権されてい
るとして手続に参加する場合

多数当事者の和解あっせん手続において、一部
の当事者が他の関係者から授権されているとし
て、あるいは他の関係者の意向を事実上代弁して

いるとして、手続に参加する場合がある3）4）5）。
そのような場合、背後にいる本人から真に授権さ
れているか、本人の意向を真に代弁しているか、
利益相反はないか、等の問題があり、手続を進め
るに際し一定の慎重な配慮が必要である。

しかしながら、多数当事者の和解あっせんの場
合、例えば相続関係の紛争の場合、関係者（相続
人）が高齢等の理由で手続に現実に出席すること
が困難である、あるいは遠隔地（場合によっては
海外）に居住しているため手続に現実に出席する
のが困難である場合がある。そのような場合、代
理人・代弁者と称する当事者との話し合いだけで
ひとまず手続を進めることも十分ありうる。多数
の当事者がいる遺産分割の和解あっせんにおいて
は、分割の方針がある程度決まった段階で、当事
者の誰かに処分を一任する等、迅速に和解あっせ
ん手続を進行させることが、紛争解決にとって意
義があることもある。全ての事項について当事者
全員の合意を得ようとしているうちに、当事者の
1人が死亡して新たな当事者（死亡した相続人の
相続人）が追加され、紛争が長期化することもある。

そのようにして手続を進めた場合、最後の和解
成立時の意思確認をどのように行うのかという問
題がある。委任状だけで安易に授権を認めそれを
前提に和解を成立させることには慎重でなければ
ならない。和解成立時の意思確認だけ電話、手紙、
Eメール、ウェブ会議等で行うという方法もあり
うる6）。それぞれの関係者が現実に手続に参加で
きない理由、授権されている・事実上代弁してい
ると称する当事者と本人とのコミュニケーション
の状況及び利益相反の可能性、和解によって処分

2）相続関係の和解あっせんの場合、遺産の範囲の確定の問題のほか、相続人の確定の問題がある。後者については、
戸籍や相続関係図で一応の相続人の範囲は認識できるが、隠れた相続人が後日出て来ないとも限らない。遺産の範囲
についても同様である。しかし、これらの問題は、和解あっせん特有の問題ではなく、裁判所における遺産分割手続
においても問題となりうる事項である。
3）相続関係の和解あっせんの場合、未成年者や被後見人等の制限行為能力者が当事者になることもあり、これらの
場合法定代理人が未成年者や制限行為能力者を代理して手続に参加することも多い。法定代理人についても、利益相
反の問題や特別代理人を選任しなければならない場合があるという問題は残る。
4）当該相続人の代わりにその配偶者、子、兄弟姉妹等（これらは相続人ではない場合もある）が、当事者然として
期日に出席することも、相続関係事件で見られる。
5）弁護士等職業的代理人が付く場合は別論である。
6）郵便でも本人限定受取郵便など確実に本人に届く方法で行うことが考えられる。
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することとなる・得ることとなる権利の内容・性
質などの事情を踏まえて、手続実施者としては
ケース・バイ・ケースの対応が求められる。また、
意思確認も全員一堂に会したところで同席で行う
方がよいのか、個別に行う方がよいのかも、ケー
ス・バイ・ケースである。

３　関係者が多いこと自体に起因する問題
（１）実体法上の問題

利害関係者が多いと、当然のことながら、法律
関係・利害関係が単線ではなく複線となり、複雑
化する。通常の二当事者間の和解あっせんには見
られない、三方向、場合によっては四方向以上の
利害調整が必要になることもある。相続関係紛争
もそうであるが、多数当事者間の紛争は、感情の
もつれも激しいことが少なくなく、二当事者の案
件にもまして、手続実施者としては主張や言い分
の整理、利害関係の整理を事案に即して効率的に
行う必要がある。

（２）手続上の問題
人数によっては、期日開催場所を選ぶ必要も出

てくる。
全員が同席する期日の場合、発言の順番や時間

配分にも気を配らなければならないこともある。
また、ホワイトボード、メモを使う等、多数の出
席者が議論の進行から疎外されず、実質的な実り
ある協議がなされるよう、手続実施者としては工
夫が必要となる。

また、全員が毎回期日に出席できるとは限らな
い。欠席した当事者へのフォロー・情報提供にも
配意しなければならない。

さらに、別席方式で手続を行う場合、各当事者
を個別に面談するか、何人かずつグループに分け
て面談するかという問題があるが、これもケース・
バイ・ケースであろう。相続事件においては、紛
争の根が深く、当事者間の感情的対立が激しい場
合も多い。話合いの局面に応じて、同席・別席の
適切な使い分けをする等、手続実施者による手続

進行上の工夫の要請も高いといえる。
相続関係の和解あっせんの場合、相続人全員が

和解あっせんの場で始めて顔合わせをすることも
少なくなく、和解あっせん手続に参加している人
が当事者か否かの確認（本人確認及び親族関係等
身分の確認）は、慎重を要することもある。

４　集団的紛争
多数当事者の和解あっせんに類似しているもの

として、集団的紛争の和解あっせんがある。公害
紛争、消費者紛争、多数の労働者と使用者間で行
われる労使間紛争、原子力損害賠償紛争、不適切
入試に起因する受験者と学校の間の紛争等さまざ
まな紛争類型がある。一対多という当事者関係が
多い。

集団的紛争は、関係者は多数であるが、通常の
二当事者間の紛争が多数あると考えればよい場合
が多く、本稿の対象とする多数当事者の和解あっ
せんとは問題状況を異にするといえる。但し、社
会的には一個の事象・事故に起因する紛争が複数
の当事者について生じているのであるから、当事
者間である程度共通の問題もある。

この場合、多数の一方当事者（例えば多数の被
害者）の間に共通の問題については、共通の審理・
和解あっせんが可能であることもありまたそれが
望ましいこともある。例えば、責任論（過失、契
約違反）は共通に検討することができ、因果関係、
損害発生、損害額は個別の検討を行うというよう
な場合である。そのような場合には、手続を二段
階に分けて行うことも考えられる。

また、因果関係・損害発生・損害額の問題につ
いても、典型的な当事者の案件でまず手続を進め、
そこで一定の枠組みを合意したうえで、他の当事
者について個別手続を行い個別に和解を成立させ
るというやり方（いわゆる「チャンピオン方式」）
も考えられる7）。

さらに、それぞれの案件間で基準の統一をはか
らなくてよいのかという問題もある。この点、基

7）しかし、この方式は、思ったほど手間や時間の節約にはならず、結局個別に検討するのと変わらないということ
もあるので、紛争類型ごとの検討が必要である。
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準準拠型ADRといわれる原子力損害賠償紛争解
決センター（原紛センター）の和解仲介手続では、
中間指針（追補含む）、総括基準、パネル間協議、
調査官の横の情報交換等を通じた基準の一定の共
通化が行われた。社会的には1個の事故であるし、
被災者間の不公平が生じること自体が問題という
考え方もあったからである。

【実務上のポイント】
多数の当事者の手続への参加を確保すること、

また多数の当事者の全員からの合意獲得は容易で
はない。手続実施者は、複雑な法律関係・利害関
係・人的関係の整理・調整能力のほか、多数の当
事者が関係する手続をマネージする能力が求めら
れることになる。また、別席方式の利用、欠席当
事者への手続保障、事実の認定等に関する専門家
の活用、柔軟に手続を進行させることも必要とさ
れる。

多数当事者が関与する和解あっせん 
／入江秀晃

1 難しさも大きいがメリットも大きい多数当事者
の事件

当事者が多数になる場合、単純に調整が必要な
事項が飛躍的に増加し、難しさは増す。単純な日
程調整やそれぞれからの意向確認だけでも労力が
増えるが、それだけでなく、関係者間の利害の不
一致など、気を遣うべき項目が増えるからである。

しかし、逆に見れば、柔軟な手続によって当事
者にとってのメリットが大きくなる。たとえば、
出井弁護士が上げている近隣に類焼を与えた火災
事件では、保険金の支払いを受けるために必要な
期限内に解決を見ることができた。固い手続にこ
だわっていれば、時間切れになってしまう。

海外では、マルチステークホルダーの合意形成
は、コンセンサスビルディングという名称で研究

されている8）。当事者の数が増えると問題の複雑
さは文字通り指数級数的に増大するが、合意形成
に割けるリソースには限りがあり、簡略化した手
続にならざるを得ない。また、当事者の意思を反
映することが重要であるが、そもそも当事者の意
思把握自身が難しい。単純に多数決的に決めれば
良いというものばかりではなく、当事者の意思を
構造的に把握し、議論が噛み合うように準備する
プロセスが重要になる。たとえば、代表者を選ん
で話し合いを行うといった場合に、その代表者の
選び方が問題になる。少数意見をどのように反映
させるか、サイレント・マジョリティの意思はど
のように扱うか等、決め方を決めていく必要があ
る。こうした領域そのものがステークホルダー分
析という名称で研究されている。

ポイントになるのは、透明な手続と情報の共有
である。プロセスを定義しそれを全員で共有し、
その後に実質（Substance）の議論に移るという
基本は、2当事者のあっせんであれ、多数当事者
の合意形成であれ共通している。近年では、イン
ターネット・オンライン技術を活用して、より広
くて深い情報共有を実現している場合も見られ
る。今後の発展が見込まれる分野である。

ただし、弁護士会ADR等の現行のADR手続で
は、こうした多数当事者の問題解決は例外的な位
置づけに留まっており、相続などを除けば、あま
りノウハウが蓄積されていないようにも思える。
むしろ、ホワイトボード等を活用して多数の話し
合いを適切にファシリテートする実践は、まちづ
くりなどの分野で経験の蓄積がある。他の専門職
等との協働が必要な分野と言えるだろう。さらに、
料金体系が他の手続と同様で良いのかという問題
もあり、研究すべき事項は多い。

2 一対多の集団的紛争
一対多の集団的紛争の類型は、出井弁護士が指

摘するとおり、問題状況はこれまで論じてきたも

8）この分野では、MITのLawrence Susskind教授が著名である。Susskind教授が参画するConsensus Building 
Instituteでは、マルチステークホルダーの合意形成の問題解決の実践を行っている。日本では、大澤恒夫弁護士によ
る鞆の浦での実践報告がある。大澤恒夫「鞆の浦ミディエイション――『社会資本整備をめぐる合意形成』とおよび

『熟議民主主義』からの示唆を交えて」法政研究79巻3号（2012年）403-432頁。
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のとは異なる。問題の性質としては、社会的に一
個の事象・事故が多数の当事者に起きているため、
多数側の当事者を共通的に扱うことが合理的と考
えるのは筋が通っている。

しかし、その認識が機械的にインプリメントさ
れ、当事者の個別性が無視されるなど公正さが損
われる危険性を過小評価すべきではないだろう。
当事者を分断し、密室裏に解決を与える抑圧的な
手続に陥るおそれがあるからである。たとえば、
原子力損害賠償紛争解決センターに対し、東京電
力は、当初3つの誓いの1つとして「和解仲介案
の尊重」を掲げていたが、これが単なる努力目標
にすぎないということは後に明らかになった。
ADRのシステム上の負の側面、抑圧性が最も顕
著な類型であると考えられる。数が多いから
ADRと短絡するのではなく、むしろ、裁判所が
きちんと問題解決を引き受けつつ、裁判所の考え
方を随時任意和解に活用しやすいように弁護士等
に提供するスキーム9）を検討することも必要であ
ろう。また、他の類型以上に検証が必要と言える。

当事者の満足度の把握、苦情相談の問題
点／齋藤成俊

【問題】
和解あっせんについて、当事者の満足度の把握

を行い、苦情相談を受ける際に、検討すべきどの
ような点があるのか。

【考え方】
1 当事者の満足度の把握のための調査

（１）満足度の把握のための調査の目的
満足度調査を通じて手続きのブラッシュアップ

を図り利用者の促進を図ること。
そのためには、調査結果をフィードバックする

必要がある。例えば、（４）に記載した、調査結
果のひとつである「手続公正感に影響を与える要

因として担当者の高圧的な態度がある」などを手
続担当候補者にアナウンスすることにより注意を
促すことなどが考えられる。

（２）調査の段階としては、①申立前【広報（広告）
の受け止められ方の調査】、②申立時、③申立後【期
日中の調査】、④終了後の各段階の調査が考えら
れる。

（３）しかし、①申立前は各ＡＤＲ機関が調査す
るのは現実的に難しく、②申立時に、どのように
ＡＤＲ機関を知ったか、なぜＡＤＲを利用しよう
と思ったかなどの調査を行ったり、④終了時にア
ンケートを行ったりすることができる。

（４）なお、『裁判外紛争解決手続の実証的研究：
ADRをめぐる政策提言のための実証的基盤の構築』

（研究代表者太田勝造、研究期間2013-04-01から
2017-03-31）において行われた「弁護士会系ADR
利用者への全国質問票調査」10）もADR機関毎では
なく、複数の機関を横断的に行った調査であり、
当事者の満足度の把握のための調査といえる。こ
れに関しては、④終了後の調査となっている。

なお、同研究においては、調査の結果「手続公
正感に影響を与える手続要因にはコミュニケー
ション、手続担当者の役割行動および高圧的態度
がある。ADRを知らなかった多数派をADR利用
に導く上の最大要因は弁護士や弁護士会による紹
介である。ADR利用者は訴訟当事者よりも話合
による解決に親和的だが、相手方非難が和解への
阻害因子となる。ADR手続に多い完全別席調停
は話合実感を阻害している。

インターネット調査によれば、弁護士相談が事
件依頼へとつながる。ADRの認知度は低い。
フィールド実験の結果によれば、裁判とADRの
結果の人々の行動への影響は差が小さい。」とい
う点が解明されたとされる11）。

（５）調査の対象としては、当事者のみならず実
際に事件をADR機関に紹介する立場である代理
人にも行うことも重要である。

9）ニュージーランドでは、クライストチャーチ地震後の対応で、裁判外手続を意識して迅速な情報公開を行う裁判
手続を実践したとされる。Khouri, Nina. (2017). Civil justice responses to natural disaster: New Zealand’s 
Christchurch High Court Earthquake List. Civil Justice Quarterly, 36(3), 316-362. 
10）太田勝造＝垣内秀介編『法と実務 Vol.14』（商事法務研究会・2018年）。
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2 苦情相談
（１）苦情相談の意義

ADR機関において苦情相談の取扱いが定めら
れていること、そのことが、外部から認識可能で
あることは、ADR機関に対する信頼を確保する
ために重要である。いわゆるADR法では、認証
ADRの認証基準として、「紛争解決手続の業務に
関する苦情の取扱いについて定めていること。」
が要求されている（裁判外紛争解決手続の利用の
促進に関する法律第6条第16号）。

（２）苦情相談としては、第三者機関であること
は上記の法律上要求されていない。

第二東京弁護士会仲裁センターにおいては、①
利用者などからの苦情申出（仲裁センター苦情申
出細則第2条1項）があり事務局から委員長へ報
告（同第2条2項）されるか、委員長が独自に調
査を開始（同第7条）する。その後委員長が、苦
情相談担当員を指名（同第3条）するか、自ら調
査（同第4条）をする。相談担当員がいる場合に
は調査結果を委員長へ報告する。委員長は調査結
果を受けて、必要があれば適宜の措置（同第5条）
又は仲裁人等への通知（同第6条）を行うという
仕組みになっている。

【実務上のポイント】
1 当事者の満足度の把握のための調査

調査においては、アンケート等に回答してもらえ
るかどうかという問題がある。この点に関しては、
アンケートの分量が多いと回答されない可能性が高
くなり、手続に満足した人ほどアンケートに回答し
ない傾向がある。

アンケートの内容として考えられるものは、①
回答者の立場（申立人か相手方かいずれかの代理
人か等）、②ADRで紛争が解決したか否か、②手
続の難易度、③解決までの期間、④あっせん人等
について（説明のわかりやすさ丁寧さ、公正中立
と感じたか否か、話を聞いてもらったと感じたか
否か等）、⑤手数料についての評価（高いか安い

か）、⑥全体的な満足度、⑦自由記載、がある。

2 苦情相談
苦情相談が利用される頻度は決して多いもので

はない（第二東京弁護士会仲裁センターにおいて
は、平均すると年に1件あるかないかという程度
である。）。

厳密に考えていくと何をもって『苦情』という
べきかという問題も生じる。例えば、事務局に対
して不満を述べ、不満を述べることだけで満足す
る当事者という事例もありうる。苦情相談は、Ａ
ＤＲ機関に対する信頼確保、手続きの質の向上の
ための契機であることから、苦情相談の手続に乗
せて共有すべき苦情かどうかもその観点から判断
するべきではないかと思われる。

苦情相談の時期には特に制限はない。そのため、
論理的には、あっせん人の手続き指揮について、
委員会が注意することも考えられる。そのため、
あっせん人の独立性には配慮しなければならな
い。仲裁センター苦情申出細則第1条にも『仲裁
人等の独立性に配慮しつつ』と明記してある

当事者の満足度の把握、苦情相談の問題
点／入江秀晃

ADRの存在意義として、当事者の実質的な手
続参加に価値があるとする立場がある。いわゆる
質的優位説とは、当事者自身が自分の声で語り、
解決策を選び取るという主体性が発揮される点
に、裁判等の既存の紛争解決手続に勝る内容を見
る立場と言える。米国など海外においても論じら
れてきたこの立場は、原後山治弁護士が掲げた「親
切さ」を旨とする紛争解決手続と通底すると言え
る。問題は、そのように掲げられた親切な手続、
当事者にとって主体性が発揮される手続がどのよ
うに実現されるかということになるが、その出発
点として、ADR利用者（当事者及び代理人）が、
手続に対してどのように評価をしたかの分析が重

11）科学研究費助成事業データベース　裁判外紛争解決手続の実証的研究：ＡＤＲをめぐる政策提言のための実証的
基盤の構築　研究成果の概要より　https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-25245002/
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要となる。また、利用者が手続に対して不満を持っ
ている場合に、機関としての対応（苦情相談）も
重要である。

さて、齋藤弁護士が紹介しているように、苦情
相談についてはADR法上の要請があるが、利用
者アンケートに関しては法的な要請はない。多く
のADRは、赤字体質でもあり、コスト要因は排
除しようということになりがちである。また、件
数が少ないセンターにとっては、アンケートを
とっても統計的に分析することにつなげづらい。
さらに、苦情を持っている可能性のある当事者の
声を拾おうとするのは勇気がいることでもある。
このような事情があり、利用者アンケートを運用
するADRセンターは意外と少ないという実態が
ある。そのような意味も含めて、主な弁護士会
ADRが参加したADR利用者調査12）の結果は貴重
なものとして考えられるだろう。

苦情相談については、規則を定め、規則に則っ

て実施していくことが重要である。場合によって
は、あっせん人の交代を含め柔軟かつ公正な対応
ができるようにしておくことが望ましい。もっと
も、苦情の中には、当事者の要求水準が高すぎ、
対応する必要がないものも含まれる。機関の長に
対して直接苦情を申し立てるとか、様々な手段を
講じて、要求の実現を追求するタイプの当事者も
存在する。ADR機関の中には、そのような対応
に不慣れであったりして、問題が生じたことその
ものを失敗と見なす姿勢が生じる場合があるが、
紛争解決機関を運営する以上はこうした事態その
ものは避けられないと考えるべきであろう。また、
現在は見られないが、ADR手続への苦情を第三
者機関で扱うといったことも今後は考えられる。
特に、あっせん人（調停人）の行動規範を定義し、
その観点で見て、行動がふさわしくなかったかど
うかを調べる視点の重要度は今後増していくと思
われる。

12）太田＝垣内編・前掲注10）。
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申立人：Venezuela US, S.R.L.
被申立国：ベネズエラ・ボリバル共和国
事件番号：PCA Case No. 2013-34
仲裁判断：2021年2月5日
仲裁廷：Peter Tomka（長・スロバキア）
　　　　Marcelo G. Kohen（アルゼンチン）
　　　　L.Yves Fortier（カナダ）
出典：https://pca-cpa.org/en/cases/136/

本件判断のポイント

 ・ 混合会社及びその大株主である国営企業の行
為の被申立国への帰属について、管轄の問題
ではなく本案の問題であるとし、管轄を肯定
した。

 ・ 混合会社及び国営企業による申立人に対する
作為・不作為について、①それらが被申立国
の国家機関ではないこと、②被申立国が付与
した公権力を行使したものではないこと、③
被申立国の指示・支配に基づく行為と証明さ
れていないことを理由に被申立国への帰属及
び公正衡平待遇義務違反を否定した。

 ・ 申立人への配当金不払いについて、他の外国
籍少数株主に対しては支払われていることが
被申立国の指示によるものであることは明ら
かとし、差別的待遇としてBITの違反を認め
た。

Ⅰ．事実関係［para 72-122］

1993年11月1日、Petróleos de Venezuela S.A. （被
申立国が100%株式を保有する国営企業。以下

「PDVSA」という）の関連会社であるCorpoven 
S.A.はNorcen International（買収を経て2000年7月
以降はAnadarko Petroleum Corporationが保有）等
の4社からなるコンソーシアムとの間で油田運営
サービスの再活性化に関する契約（以下「運営サー
ビス契約」という）を締結した。［paras. 72-73］

1999年には被申立国で新たな憲法（第302条、
第303条に石油開発やPDVSAの株式保有に関す
る規定有）が採択されたほか、2001年には被申
立国炭化水素法が制定され、それによれば炭化水
素の貯留層の探査・採掘に関するあらゆる活動は
primary activitiesとして被申立国自ら又はその保
有若しくは支配する混合会社（mixed company）
が行わなければならないこと、混合会社の設立や
事業実施の条件については国会の授権を要するこ
とが定められた。そして、2002年から2014年まで、
被申立国のエネルギー・石油大臣とPDVSAの社
長は同一人物が務めた。2003年にはCorporación 
Venezolana de Petróleo （以下「CVP」という）
がPDVSAの関連会社として混合会社に参加する
こととなった。［paras. 74-81］

2005年4月には、運営サービス契約は違法であ
り炭化水素法の下で要求される新たな形態の混合
会社に移行するようにとの公式の指令が新たなエ

投資協定仲裁判断例研究（137）
国営企業を大株主とする混合会社による少数株主への配当金不払いについて、混合会社や国営
企業の行為が被申立国に帰属しないと判断した上でなお差別的待遇の存在を認めた判断例

卜部晃史 Akifumi Urabe

投資協定仲裁研究会　弁護士法人瓜生・糸賀法律事務所　弁護士

37-43_投資協定仲裁判断例研究（137）_卜部先生.indd   3737-43_投資協定仲裁判断例研究（137）_卜部先生.indd   37 2021/10/01   10:022021/10/01   10:02



38　　 　68巻10号［2021.10］

ネルギー・石油大臣によって発令され、同年9月
29日、PDVSAの 関 連 会 社 で あ るPDVSA 
Petróleo S.A., Petrobras Energía Venezuela 
S.A., Corod Producción S.A., APC Venezuela 
S.R.L.（申立人の完全子会社）の間で上記指令を
受けた移行契約が締結された。2006年2月3日、も
とはデラウェア法人のVenezuela US LLCであっ
た申立人は、被申立国子会社の株式保有のため公
式にバルバドス法人に移行した。同年3月31日、
移行契約の4当事者は運営サービス契約を混合会
社に移行するための手続に関する交渉について覚
書を締結し、その後各種法整備も経て、2006年5
月5日に混合会社であるPetroritupano S.A.（以下

「Petroritupano」という）の設立が被申立国の国
会で（6月20日にはエネルギー・石油大臣にも）
承認され、CVP、Petrobras Energía Venezuela 
S.A.、APC Venezuela S.R.L.、Corod Producción 
S.A.はPetroritupanoの 株 式 を そ れ ぞ れ60%、
18%、18%、4%保有することとなった。同年8月3
日には、上記4社に加えPetrobras Energia S.A.（以
下「Petrobras Argentina」という）及び申立人を
当事者とする混合会社への転換契約（以下「転換
契約」という）が締結された。［para. 82-91］

2008年4月4日、申立人の唯一の株主であるAnadarko 
Venezuela Companyの株式について、Anadarko 
Venezuela LLC（以下「Anadarko」という）と
PetroFalcon Corporation（以下「PetroFalcon」
という）の間で売買契約が成立し、同年6月11日
と7月4日には申立人及びPetroFalconはそれぞれ
間接保有株主の変更についてエネルギー・石油大
臣に承認を申請した。これに対し、CVPは申立
人に対し、Anadarko が保有するPetroritupano株
式18%についてPDVSAが買取権を行使する旨通
知した。その後8月から9月にかけて話し合い等
が行われ、9月17日、エネルギー・石油大臣は間
接保有株主の変更に関する承認申請を拒絶した。
10月6日にはPDVSAはAnadarkoに対しAnadarko 
Venezuela Companyの株式に関する正式な売却提
案を行うことを勧め、同月15日にAnadarkoは2億
米ドルでなら売却する旨返答した。［para. 98-
106］

2006年から2009年まで、Petroritupanoの運営
は黒字であり、2006年は1.46億米ドル、2007年
は2.6億米ドル、2008年は3.41億米ドル、2009年
は1.77億米ドルの純利益が出た。2010年4月9日
及び2011年4月11日にPetroritupanoの株主総会が
開催され、2008年の配当金として245,328,710.39
米ドル相当、2009年の配当金として81,731,835.00
米ドル相当の分配がそれぞれ全会一致で承認され
た。しかし、Petroritupanoの定款第32条の定め
にもかかわらず、当該配当金は支払われることは
なかった。2010年のPetroritupanoは税引き後2.43
億米ドルの赤字であり、PDVSAから2480万米ド
ルのローンを借りることとなったが、申立人は
PDVSA及びその関連会社がPetroritupanoの財務
を違法に操作し、Petroritupanoには利益がなく
配当金が支払えないという外観を作出していると
主張している。［para. 109-115］

2011年には、Petroritupanoの財務書類によれ
ば、Petrobras Argentinaは2010年及び2011年に
承認された配当金を受領し、CVPはPDVSA 
Petróleoと相殺の上で配当金を受領したものの、
申立人分は株主に対して支払われるべき金額との
注記の上で保留とされ、申立人によればこれが最
後の監査済財務書類であった。［para 116］

2012年4月、報道によればエネルギー・石油大
臣は生産能力向上のため追加出資するまでは外国
人株主に対して配当金を支払わないという方針に
言及した。同年10月にはCVPは同社が保有する
Petroritupanoの4%をPDVSA Socialと い う
PDVSAの関連会社に譲渡する旨申立人に通知し
た。2014年後半には、Petroritupanoの売上げは
2008年の10.5億米ドルから3.52億米ドルに下落し
て お り、2013年 に は1.97億 米 ド ル の 純 損 失、
2014年の前半7カ月では5000万米ドルの純損失と
なった。［paras. 117-122］

2013年3月22日、申立人は、被申立国及びその
指図及び統制のもとで行為する国営法人の作為及
び不作為により、申立人の被申立国における石油・
ガス事業への投資財産に関してBIT第2条、第3条
及び第5条に違反したと主張し本仲裁手続を申し
立てた。［para. 4］
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Ⅱ．判断要旨

A　管轄・受理可能性
（1）帰属

本仲裁廷は、帰属の概念が国家責任に関する規
律に深く根差した国際法上の概念であることを想
起する。ILCの国家責任条文草案（以下「ILC草案」
という）第2条（「国際法上の国家の違法行為」と
いうタイトルが付されている）によれば、作為又
は不作為を構成する行為について、（a）国際法上
国家に帰属し、かつ（b）それが国際法上の国家
の義務違反を構成する場合に国家の国際法上の違
法行為が認められるとされている。［para. 154］

本仲裁廷は、本件では帰属に関する問題は管轄
ではなく本案の問題として考えることがより適切
と考える。申立人の提起する行為が被申立国に帰
属し得ないとされる場合、被申立国の求めるとお
り、被申立国のBIT上の義務違反は認められず申
立ては棄却されるべきこととなる。［para. 156］

（2）裁判所への出訴義務
転換契約のAnnex Aは、被申立国の国会が混合

会社であるPetroritupanoの設立を認めた根拠文
書であるが、そこには混合会社の組成及び運営の
条件として、「この書面の対象事項である条件、
規則、手続及び行為の不履行又はこの文書から生
じる紛争は被申立国の法令に基づき同国の司法当
局において解決されなければならない」との条項
がある。本仲裁廷の見解では、この条項は「この
書面の対象事項」に該当する履行、条件、規則及
び行為に関する紛争について被申立国の司法当局
に同国法令に基づく解決を行う排他的な管轄権を
生み出すものである。そして、「この書面の対象
事項」には、混合会社であるPetroritupanoの設
立の承認及び運営に関する条件の設定が含まれて
おり、またこの書面自体に関する紛争もまた被申
立国裁判所の管轄下にある。そして、Annex Aの
第11条では、「Petroritupanoに関する基本的な条
件については、…国会に提出された混合会社への
転換契約ドラフト及び定款ドラフト並びに2006
年3月31日付MOUに規定するとおりとする」とさ
れている。このことは、転換契約第7条でも確認

されている。したがって、転換契約及びAnnex A
の対象事項である条件等に関する紛争について
は、仮に本仲裁廷に管轄があるとしても受理可能
ではない。［paras. 162-166］

B　本案
（1）FET
（i）CVP及びPDVSAの行為の被申立国への帰属
の有無

申立人が不服を申し立てているのは、以下の4
点である。［para. 181］
① 被申立国は、エネルギー・石油大臣を通じ、申

立人が自らの投資財産を第三者に売却すること
を認めず、またCVPを通じてそれを買い取る
こともしなかった。

② 被申立国は、CVP及び自らのPetroritupanoへ
の支配を通じ、2008年度から2009年度につい
て宣言されたPetroritupanoの配当金を申立人
に支払わなかった。

③ 被申立国は、外国投資家から国家が利得すること
を目的として、国営企業間の関係を不当に操作し
て国営企業に契約上の義務を無視させた。特に、
PDVSA Petróleoは今日に至るまでPetroritupano
から購入し受領した石油について支払いを行って
おらず、CVPが管理するPetroritupanoはその支払
いを求めることも支払い遅延に対して契約上求め
得る救済を行使することもしてこなかった。また、
他の株主からの同意を得ることなく今後の運営資
金としてPDVSAが多額のローンを提供し、
Petroritupanoを代表してCVPがこれを受け入れ
た。このような不適切なローンや不適切な租税公
課に基づき、CVPは申立人に対しPetroritupanoは
赤字であり2010年度及び2011年度の配当金を宣
言できないとの欺瞞を述べた。

④ CVPは、外国投資家に対して生産能力の向上
や国家の生産目標の達成のため追加資本の投資
を行わなければ混合会社の配当金を支払わない
という政府の方針に資するため、2012年度及
び2013年度の財務情報を株主に提供せず、利
益又は損失の宣言も行わなかった。
まず、エネルギー・石油大臣は被申立国の機関
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であり、その行為が被申立国に帰属することに疑
いの余地はない。その他の者の行為については被
申立国が帰属を否定しているところ、申立人はそ
の主張の大きな部分をPDVSAが被申立国の事実
上の機関であることによっている。しかし、
PDVSA自体が申立人の主張する行為を行ってい
るわけではないから、本仲裁廷が答えるべき問題
はCVP及びPetroritupanoの行為が被申立国に帰
属するか否かである。［paras. 182-184］

PDVSA等が事実上の国家機関か
申立人は、Maffezini事件及びFlemingo事件の

判断例を引用してPDVSA及びその関連会社が被
申立国により作り出され、完全に保有されている
ことを強調する。被申立国は会社を国家機関と判
断する上で同社が国家によって保有されていると
いう事実だけでは明らかに不十分と反論してお
り、これは正しい。Maffezini事件の判断では、機
能面審査という観点から当該法人の機能や果たす
役割を精査する必要があるとしている。PDVSA、
CVP及びPetroritupanoは独自の法人格と財産を
有し、租税等の支払義務を負い、自らの企業文書
に服している。実際、これらの会社が財政面での
自律を欠いていることを示す証拠は提出されてい
ない。また、機能面審査については、被申立国の
憲法第302条において国家が石油業界に関する活
動を行う権利を留保すると規定されているもの
の、これはこれらの機能を実行する会社が国家機
関又は事実上の国家機関であるという認定に必ず
しもつながるものではない。PDVSAやCVPは主
張して一見して商業的取引を行う国内法に基づく
私的な団体であり、本仲裁廷はその機能面から両
社が国家機関と結論付けることはできない。本仲
裁廷は、申立人が主張する要素を総合しても
PDVSAが、ましてやCVP及びPetroritupanoが、
国家機関であってその行為は被申立国に帰属する
との結論を支持するものではないと考える。申立
人の提出した証拠は国家がPDVSAの完全な保有
者であることと石油業界の規制が厳しいことを示
すのみであり、国家が唯一の株主として役員の選・
解任を行うことは法人格を否認するのに十分では

ないと考える。申立人が言及するAmpal-American
事件やFlemingo事件は問題の国営企業の意思決
定手続にさらなる制限、すなわち取締役会の決定
や契約の締結に政府の承認が必要とされている事
案であるが、本件ではそのような事情は立証され
ていない。［paras. 185-193］

PDVSA等が授権を受けて公権力を行使していたか
両当事者は、ILC草案第5条による帰属の要件と

して、（a）問題の団体が国家により公権力の要素
を行使することを授権されたこと、及び（b）問題
の行為が当該団体により授権を受けた権限の範囲
で実行されたことを累積的に満たす必要があるこ
とを受け入れている。「公権力」の概念はILC草案
で定義されていないが、国家の法令がある団体に
公的な権限の行使を認めていることが必要である。
申立人が依拠する規定は国営企業又は混合会社が
公権力を授権されているとの主張に十分なもので
はない。被申立国憲法第303条はPDVSAに言及す
る唯一の規定であるが、同条はPDVSAに公権力の
行使を授権するものではなく、国家がPDVSAの全
株式を保有することを義務付けるのみである。申
立人が不服を申し立てている行為（配当金の未払
いや財務情報の未提供）は公権力の行使として行
われたものではないし、申立人が依拠する条項で
想定された行為でもない。Petroritupanoが債権を
回収しようとしなかったといった点に関しては、
本仲裁廷は、商業的行為が利益を生むものか否か
がある行為が公権力の行使として行われたか否か
の判断基準ではないという被申立国の見解に同意
する。したがって、本仲裁廷は申立人が不服を申
し立てている行為はいずれも被申立国法の下で公
権力の行使として行われたものではないと結論付
ける。［paras. 194-201］

問題の行為が被申立国の指示又は支配に基づいて
行われたか

ILC草案第8条において、「国家によって保有さ
れその意味では国家の支配下にあるとしても、法
人格が異なる以上、当該法人が第5条の文脈で公
権力の要素を行使しているのでない限り、一見し
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てその活動は国家に帰属しない。」、ただし「国家
が法人の持分を保有し支配することを通じて特に
特定の結果を達成しようとしている場合には問題
の行為は国家に帰属してきた。」と説明されてい
る。［paras. 202］

申立人の保有するPetroritupano株式の売却の
可能性に関する状況については、申立人とCVP
のやりとりから、申立人の保有株式を買い取るこ
とに関心を示したのはPDVSAであったという事
実が裏付けられているが、申立人の提出した陳述
書はいずれも第三者（PetroFalcon）への申立人
の投資財産の譲渡についてエネルギー・石油大臣
が同意しなかったであろうことと、PDVSAにオ
ファーを出すことを許可したのも同大臣であるこ
とをCVPの代表者が明かしたことを示唆してい
る。被申立国はこの点何らの情報も提供していな
いが、本仲裁廷としてはPDVSAが申立人の保有
株式の取得の意向を示したことについてエネル
ギー・石油大臣の許可を得ていたことは否定され
ていないと考える。2008年度及び2009年度の配
当金の不払いについては、被申立国がPetroritupano
又はCVPに指示して申立人に支払わなかったこ
とを示す証拠はない。PetroritupanoがPDVSAに
対する債権を減額したことについても、CVPが
被申立国政府の指示に基づいて行動していたこと
を示す証拠は提出されていない。また、申立人の
主張する外国人への配当金不払いの方針に関して
も、エネルギー・石油大臣の生命と2008年度及
び2009年度の配当金不払いとの関係は希薄であ
る。以上より、本仲裁廷としては、エネルギー・
石油大臣が申立人による株式売却への同意を与え
ず、PDVSAに当該株式の取得を許可した点を除
けば、申立人の主張する行為はいずれも被申立国
に帰属しないと結論付ける。［paras. 203-207］

さらに、転換契約には「混合会社…の存続中直
接間接を問わず、大臣の事前の書面による同意な
く持分への支配を譲渡してはならない」「その条
件に違反した場合、混合会社における持分は終了
したものとみなされ、当該持分は全てCVPに移転
し、CVPは当該株式について支払い義務を負わな
い」という条項がある。本仲裁廷に提出された事

実に関する記録によれば、2008年9月1日の会合後、
同月17日に大臣は申立人にレターを送付し転換契
約第6.3条に基づく権利の行使として同意を拒絶す
る旨表明した。その後Anadarkoに対し、Anadarko 
Venezuela Companyの株式に関する正式な売却提
案を行うことを勧められたのに対してAnadarkoは
2億米ドルでなら売却する旨返答した後はそれに
対する回答やさらなる会合は開かれず、4年半後
に突然本仲裁が提起されたものの、申立人側がな
ぜ売却提案をさらに追求しようとしなかったかは
説明されていない。［paras. 208-209］

そして、申立人主張に係るその他の点、すなわ
ち2008年度と2009年度の配当金不払い及び国営企
業間の関係の不当操作や不当表示に関しては、転
換契約及びPetroritupano定款の違反に関するもの
であるし、Petroritupanoには申立人側からも役員
が任命されており、申立人の意思はPetroritupano
取締役会に反映されていた。そして、転換契約に
関する紛争については被申立国裁判所の専属管轄
に服する。［paras. 210-211］

以上より、本仲裁廷はBIT第2条第2項のFETに
関する申立人の請求を支持できない。［para. 212］

（2）恣意的・差別的でない待遇
本仲裁廷が申立人の主張する行為の被申立国へ

の帰属に関して至った結論は、差別的及び恣意的
待遇に関する主張にも当てはまるが、2008年度及
び2009年度の配当金不払いに関する主張について
は例外である。申立人は、2008年度及び2009年
度に自らには配当金が支払われなかった一方、他
の外国人株主であるPetrobras Argentinaには支払
われていたと主張しており、この点の証拠につい
ては反論されていない。［paras. 215-217］

本仲裁廷は、ブラジルの大企業であるPetrobras
の子会社であるPetrobras Argentinaに対して
2008年度及び2009年度の配当金が被申立国大統
領のブラジル訪問（そこではエネルギーに関する
事項も議題となった）直前に支払われたことが全
くの偶然とは信じられない。報道によれば、会合
のハイライトのひとつがブラジルのPernambuco
州で建造中の石油精製施設「Abreu e Lima」の
問題と予期されていた。［paras. 220］
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ある事実の存在を有利に援用しようとする当事
者が当該事実の存在について証明すべきというの
が一般原則であるが、国際司法裁判所も述べてい
るとおり、この証明責任の原則を全ての状況で適
用される絶対的なものと考えるのは間違いであ
り、証明責任の所在の決定は現実には証明対象及
び紛争の性質による。申立人は、2008年度及び
2009年度の配当金が2011年に被申立国大統領が
とりわけエネルギー分野での協力について議論す
るため、ブラジルを訪問する直前にPetrobrasに
対して支払われたことを立証しており、そこから
さらにこの支払いが被申立国政府の指示に基づき
実行されたことを示す直接証拠を引用することま
で求めるのは行き過ぎである。Petroritupanoは
被申立国の完全子会社であるPDVSAにより支配
されたCVPに支配されており、被申立国政府が
そのような指示を行う立場にあったことに疑いは
ない。したがって、当該支払いは被申立国政府の
指示で行われたという推定が働く。被申立国は、
2011年にPetrobrasに行った支払いについて
PDVSAからCVPに説明を求め得る立場にあった
が、この点について何らの説明も行っていない。
この点に鑑み、本仲裁廷はPetrobrasに対する配
当金の支払いが被申立国政府の指示に基づき行わ
れたことを確信している。［paras. 221-222］

BITは差別的措置又は待遇について定義してい
ないが、差別は通常類似の状況にある人や会社を
妥当な理由なく別異に扱った場合に発生する。被
申立国も、Saluka事件における、①類似の事案に
おいて、②異なる取り扱いをしており、③合理的
な正当事由がない場合に国家行為が差別的という
基準を受け入れている。本仲裁廷は、バルバドス
法に基づき設立され存続する申立人が2008年度
及び2009年度の配当金を受領していないにもか
かわらず別の外国人投資家であるPetrobras 
Argentinaに対して当該年度の配当金を支払った
ことで、BIT第2条第2項に定める被申立国の義務
に違反したと結論付ける。［paras. 223-224］

（3）収用
申立人は直接収用を主張しておらず、被申立国

による2008年度及び2009年度の配当金の差別的

な不払いにより投資財産、Petroritupanoへの利益
及び権利、そして投資財産からのリターンの利用
及び享受が実質的に剥奪されたことによる間接収
用を主張する。本仲裁廷は、2008年度及び2009
年度の配当金を申立人には支払わずPetrobras 
Argentinaに対して支払ったことでBIT第2条第2項
に適合しないと判断したが、当該行為が収用に値
するとは考えない。［paras. 245-248］

また、申立人はPetroritupanoの株式を資格あ
る第三者買主に売却しようとしたことを妨げた事
実も主張するが、株式譲渡については転換契約第
6.3条においてエネルギー・石油大臣の書面によ
る同意が要求されており、申立人は転換契約の当
事者として、そのような条件に自由意思で合意し
たのである。大臣には同意を与える義務も、その
判断に関して説明を行う義務もなく、いずれにせ
よ大臣による株式譲渡への同意拒否は収用に該当
しない。［paras. 249-251］

Ⅲ．解　説

A　概要
本仲裁判断の主たる特徴は判断の順に以下の諸

点と考えられるところ、注目を要する度合いは
（3）、（2）、（1）の順となると考えられるので、以下
その順に解説する。

（1） 混合会社及び大株主である国営企業の行為の
被申立国への帰属の問題を本案の論点と判
断し管轄を肯定

（2） ILC草案の枠組みに基づき上記の帰属を否定
（3） 他の外国人株主との差別及び当該差別への国

の関与を認めて差別的待遇を肯定

B　差別的待遇（上記（3））
本仲裁廷は、混合会社や国営企業の行為の被申

立国への帰属については詳細な検討の後に否定し
たものの、2008年度及び2009年度の配当金の支
払いという1点についてのみ、被申立国の指示の
存在を認定した上で、Petrobras Argentinaとい
う第三国の投資家との間で差別的な取り扱いをし
たとしてBITの違反を認めた。
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まず、違反の根拠とされた規定は恣意的・差別
的待遇を禁止するBIT第2条第2項であるところ、
最恵国待遇条項（BIT第3条）との関係が気になる
ところであるが、最恵国待遇条項は投資協定仲裁
の文脈においては他の投資協定で定められたより
有利な条項を援用するという局面でしばしば援用
されている一方、本来的には本件でも適用の可能
性はあったとも考えられる。他方、今回仲裁廷が
適用した恣意的・差別的待遇の禁止条項について
は国籍を理由とした別異の取り扱いに限らないよ
り一般的な規律であり、本件であえて最恵国待遇
条項を適用する必要性に乏しかったことは否定で
きないと考えられる。なお、差別によるBIT違反
に関してはSD Myers対カナダ事件1）やManchester 
Securities対ポーランド事件2）等、差別的待遇の
禁止条項や内国民待遇条項の違反を認めた事例は
存在するものの、外国の投資家との別異の取扱い
を理由に実際にBIT違反を認定した事例という点
では初めての判断と思われる。

次に、Petrobras Argentinaに対する配当金支
払いに関する被申立国から混合会社・国営企業に
対する指示の認定について、本判断は証明責任の
問題について「ある事実の存在を有利に援用しよ
うとする当事者が当該事実の存在について証明す
べきというのが一般原則であるが、…証明責任の
所在の決定は現実には証明対象及び紛争の性質に
よる」と言及した上で、被申立国大統領のブラジ
ル訪問のタイミング等に照らして問題の配当金支
払いについて被申立国政府の指示を認定してい
る。証明責任の考え方及びその具体的適用につい
ては国際法上確立したものがあるわけではないと
考えられるが、本件に関しては日本法的な発想に
立てば証明責任の概念を持ち出すまでもなく状況
証拠からの推認という形での認定の余地もあった
のではないかと考える。

C　混合会社及び国営企業の行為の国家への帰属
（上記（2））

混合会社及び国営企業の行為の被申立国への帰
属の有無について、本判断は、①これらの会社が
被申立国の事実上の機関か、②被申立国の授権を
受けて公権力を行使していたか、③問題の行為が
被申立国の指示又は支配に基づいて行われたか、
というILC草案第4条、第5条、第8条の枠組みに
基づいて判断を行っている。

具体的な判断内容については両当事者が基本的
にILC草案をベースに主張立証を行っていたこと
からもそれぞれ先例やILC条文草案のコメンタ
リーを踏まえたものであり、あくまで事例判断と
考えられるが、①に関して、事実上の国家機関と
認めるためには被申立国政府が株式の100%を保
有しているのみでは不十分である旨を確認した点
は意義がある。

D　帰属の問題は管轄・本案いずれの論点か（上
記（1））

混合会社及び国営企業の行為の帰属の問題につ
いて、仲裁廷は国家責任発生の要件に言及した上
で、本件では本案の問題と考えるのがより適切と
考える旨判示した。この点、Teinver SA対アル
ゼンチン事件管轄判断3）が指摘するとおり、管轄
の有無を判断する上で単純明快な論点となってい
る場合にのみ管轄の段階で扱うというのが判断例
の多数と考えられる上、最終的に帰属が否定され
るのであれば被申立国にとって特に不利益はない
ものと考えられることに鑑みれば、本件において
本案の問題として処理したことに問題等はないも
のと考える。

1）S.D. Myers, Inc. v. Government of Canada (UNCITRAL), Partial Award (November 13, 2000).
2）Manchester Securities Corporation v. Republic of Poland (PCA Case No. 2015-18), Award (December 7, 2018).
3）Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. and Autobuses Urbanos del Sur S.A. v. The Argentina 
Republic (ICSID Case No. ARB/09/1), Decision on Jurisdiction (December 21, 2012), para. 271。事案の詳細等は、
小原淳見「紛争解決条項の手続要件及び最恵国待遇条項の紛争解決条項への適用の可否（肯定）——Maffezini再考」
JCAジャーナル60巻9号（2013年）26頁を参照されたい。
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今号で紹介する裁判例は、フランス・パリを仲
裁地とする仲裁手続で下された仲裁判断が仲裁人
の開示義務違反を理由に取り消されたため、当事
者が当該仲裁人に対して損害賠償を求める訴え

（本件訴訟）をパリの裁判所に提起した事案につ
いて、パリの裁判所の国際裁判管轄権が問題と
なったものである。仲裁人の住所はドイツにあり、
仲裁手続のヒアリングも評議もドイツで行われて
いた。

EUは、「民事及び商事事件における裁判管轄権
並びに判決の承認及び執行に関する2012年12月
12日の欧州議会及び理事会規則（EU）2012年第
1215号」（改正ブリュッセルI規則）を制定してい
る1）。改正ブリュッセルI規則（以下「改正規則」
という）によれば、改正規則に別段の定めがある
場合を除き、EU構成国に住所を有する者を被告
とする訴えについては、当該被告の住所地国の裁
判所に管轄権が認められる（第4条（1））。別段の
定めとして、契約に関する事件については当該債
務の履行地の裁判所にも管轄権が認められている

（第7条（1））。なお、「仲裁」については、改正規
則の適用から除外されている（第1条（2）（d））。
①�パリ控訴院（COUR�D’APPEL�DE�PARIS）
2021年6月22日判決2）

【事実の概要】
本件訴訟の原告Xは、カタールの会社であり、

被告Yは、ドイツに住所を有する自然人であり、
Xを当事者とする仲裁手続で仲裁人を務めた者で

ある。
2007年7月1日、Xは、アラブ首長国連邦（UAE）

の会社Aと契約（本件契約）を締結した。本件契
約には、パリにおける国際商業会議所（ICC）に
よる仲裁によって紛争を解決する旨を定める仲裁
条項が置かれていた。2011年3月14日、Aは、X
に対し、2012年6月末をもって本件契約を終了し、
更新を行わない旨を通知した。

2013年2月8日、Xは、本件契約の更新拒絶に関
する紛争について、仲裁手続（本件仲裁手続）を
申し立てた。2016年3月16日、Aによる本件契約
の更新拒絶を正当なものと認め、Xの損害賠償請
求を棄却するとともに、仲裁費用と本件仲裁手続
に関してAに生じた費用のすべてをXが負担すべ
きことを命ずる旨の仲裁判断（本件仲裁判断）が
下された。

2016年4月20日、Xは、本件仲裁手続の仲裁人
の1人であるYがAの属する企業集団Vと関係を有
する法律事務所のパートナーであることを開示し
ていなかったことを理由に、本件仲裁判断の取消
しを求める訴えを提起した。2018年3月27日、パ
リ控訴院は、Yが開示義務に違反したことから仲
裁廷の構成が不適切なものであったことを理由に
本件仲裁判断を取り消すとともに、フランス民事
訴訟法（以下「民訴法」）第700条に従い、取消
訴訟に関してXに生じた費用10万ユーロをXに支
払うようAに命じる判決を下した。この判決に対
するAによる上訴は、破毀院の2019年10月3日判

国際商事仲裁ADR判例紹介（17）

高杉 直 Naoshi Takasugi

同志社大学法学部教授

1）改正ブリュッセルI規則は、1968年のブリュッセル条約をEU規則化した2001年のブリュッセルI規則を改正したも
のである。改正ブリュッセルI規則については、岡野祐子『EU国際裁判管轄規則』（関西学院大学出版会、2021年）7
頁以下などを参照。
2）https://files.lbr.cloud/public/2021-06/22%20juin%202021%20CCIP-CA%20RG%202107623.pdf?VersionId 
=lju4gjxAHp.yu2WrCxlWaTFLsD1VTYHt
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決で退けられた。
2018年10月30日、XはYに対し、仲裁人契約に

違反した責任を負うことを認めることと、仲裁で
生じた費用および仲裁人報酬ならびに仲裁判断の
取消訴訟で生じた弁護士費用の支払を求める訴え
を提起した。2021年3月31日、原審であるパリ司
法裁判所（Tribunal judiciaire de Paris）は、改
正規則を適用した上で、改正規則第7条（1）に
基づく契約債務履行地の管轄権について、仲裁判
断が仲裁地（本件ではパリ）において下されると
みなされる点は「虚構的な（fictitious）」ものであっ
て、フランスで役務提供がなされるとの当事者の
意思を認めるには不十分であるとの判決を下し
た。原審は、仲裁人の住所地であって、仲裁手続
のヒアリングと評議が行われたドイツで仲裁人の
主たる活動が行われたとして、パリの裁判所は、
Yの責任を判断する国際裁判管轄権を有しないと
判示した。また、民訴法第700条に基づき、本件
訴訟に関してYに生じた費用10万ユーロをYに支
払うよう、Xに命じた。

Xが上訴。
【判旨】
［1］改正規則の適用があるか

本件紛争は、パリを仲裁地とする仲裁手続の当
事者であるカタール企業Xが、仲裁人契約に基づ
く契約上の義務に違反したとされるドイツ在住の
仲裁人の1人であるYに対して提起した責任追及
の訴訟であるため、国際的な性質を有する紛争で
あり、改正規則の適用が問題となる。

改正規則第1条（2）（d）によれば、「仲裁」に
関する事項は、その適用から除外されている。ま
た、改正規則の前文12は、「本規則は、特に、仲
裁廷の構成、仲裁人の権限、仲裁手続の実施その
他の手続的な側面に関する訴訟若しくは附随的手
続、又は仲裁判断の取消し、再審査、上訴、承認
若しくは執行に関する訴訟若しくは判決に適用し
ない」と定めている。

さらに、EU司法裁判所は、改正規則第1条（2）
（d）に相当する、1968年9月27日のブリュッセル
条約の規定について、「既に国際条約の対象とさ
れているという理由から仲裁に関する事項を本条
約の適用範囲から除外することにより、締約国は、
国家裁判所に提起された手続を含む仲裁の全体を
除外することを意図したのである」と解釈してい
る（ECJの1991年7月25日判決および1998年11月
17日判決）。

仲裁人の開示義務違反に基づく仲裁判断の取消
し後に、仲裁人の責任を問う訴訟は、仲裁人が仲
裁人契約から生じる義務に従って任務を遂行した

かどうか（これは仲裁の実施の一部である）を評
価しようとするものである以上、仲裁廷の構成お
よび仲裁の実施と密接に関連している。それ故、
本件訴訟は、たとえ民事責任に関する一般法が適
用される場合であっても、仲裁の問題にあたる。

従って、本件訴訟は、改正規則第1条（2）（d）
に定める除外事項に該当し、それ故、国際裁判管
轄権の決定のために改正規則の適用がないと解す
べきである。
［2］�パリの裁判所に国際裁判管轄権が認められ

るか
国際的な事件にも適用可能な民訴法第46条に

基づき、原告は、被告の住所地の裁判所に加えて、
契約上の問題については「役務の提供を行う場所
の裁判所」を選択して訴えを提起できる。

国際仲裁においては、当事者間に別段の合意が
ない限り、仲裁人契約の履行に関する仲裁人に対
する責任追及の訴えを判断するために、役務が提
供された場所の裁判所とは、仲裁地を管轄する裁
判所とされる。

仲裁人契約は、仲裁合意から派生するものであ
り、仲裁合意は、その起源において契約的な性質
を有するとともに、紛争解決手続を目的とする訴
訟法的な性質をも有する混合的なものである。仲
裁人の役務の提供は、当事者から付託された紛争
を解決するという任務を果たすことであり、当事
者が選びまたは当事者と合意した仲裁地において
仲裁判断を下すことも含まれる。

仲裁合意と密接に結びついた仲裁人契約の特殊
性を考慮すると、当事者間の合意により仲裁手続
および仲裁人の評議が仲裁地とは別の場所で行わ
れ得るとしても、仲裁人の役務の提供場所は、仲
裁地にあると解すべきである。本件では、フラン
スのパリを仲裁地と定めていたことに争いがない。

従って、パリの裁判所に本件訴訟を審理する管
轄権があると解する。
［3］費用の負担

敗者であるYには、訴訟費用の支払いを命じる
べきである。さらに、権利を主張するために止む
を得ずに費用を負担したXに、民訴法第700条に
基づく賠償を認め、その額を1万ユーロとする。
［4］結論

原審判決を取り消す。
パリの裁判所が本件について国際裁判管轄権を

有することを確認し、本件をパリ司法裁判所に差
し戻す。

Yに対し、民訴法第700条に基づき、1万ユーロ
をXに支払うことおよび訴訟費用を支払うことを
命ずる。
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Naomi Creutzfeldt und Felix Steffek/ Empirische 
Forschung zur Verbraucherschl ichtung – 
Schlussbericht zum Forschungsvorhaben im 
Auftrag des BMJV, ZKM 2/2021, S.65~S.70

ドイツで2015年に立法され、2016年から施行
されている消費者紛争処理法（Verbraucherstreit
beilegungsgesetz／略称VSBG）はその43条にお
いて、連邦司法消費者省は選び出された連邦全体
で活動する一般消費者調停所の活動を2019年末
まで援助するとともに、事件数や手続期間、費用
などの状況を評価するための研究計画を遂行し、
2020年末までにその計画を終了すると定めてい
た。上記文献の筆者であるCreutzfeldt/Steffekは、
連邦政府より上記計画に関わる調査の委託を受
け、その実証研究を行ってきた。両者による中間
報告にかかる文献は、すでに本誌66巻7号（2019）
において紹介したところである。今回の文献は、
連邦政府が連邦議会に対して2021年2月に行った
研究計画に関する最終報告をCreutzfeldt/Steffek
が要約した内容が中心となる。

文献では、まず、調査対象となっているケール調
停センターの組織と手続についての説明がなされ

（S.65）、その後、紛争の特徴、紛争状況、手続の開始・
実施・終結、手続後のステップ、費用の順に、具体
的な統計が示される。ケール調停センターは、2016
年4月1日に、消費者調停所の存在しない特定紛争類
型をカバーする一般消費者調停所として活動を開始
し（逆に、特定分野の紛争について管轄を有する調
停所が存在する場合には、その分野については管轄
を有しない）、後のVSBGの改正により呼称が変更

され、2020年1月1日からは連邦ユニバーサル調停所
（Universalschlichtungsstelle des Bundes/VSBG29
条参照）として活動している。2016年は825件、
2018年は2,125件、呼称が変更された2020年は11
月30日までに3,047件の申立てがなされ、申立件
数は大きく増加している。

消費者調停センターによく持ち込まれる紛争は
大きく分けて2つに分けられる。すなわち、“消費
者のための商品”と“レジャー分野のサービス”に
関わる紛争であり、より具体的には、家庭用器具、
情報・コミュニケーション技術商品、パッケージ
旅行に関する紛争である（S.67）。紛争額は大部
分が少額であり、100ユーロ（約13,000円）まで
の紛争が全体の半数以上、500ユーロ（約65,000
円）までの紛争を加えると全体の71％を占める。
Creutzfeldt/Steffekの分析によると、消費者は、
問題解決、経済的補償、費用リスクのない正義へ
のアクセスを重視して（調停所を利用して）いる
のに対し、企業側は、調停所が中立であることに
重要性を置き、同時に、調停が消費者の利益に合
わせられることに対する懸念を有している。

手続開始の点では、消費者は調停所のウェブサ
イト上の用紙を用いて申立てを行うことが多く

（64％）、Eメールが20％、手紙が13％と続く。調
査対象となった7,495件のうち187件がヨーロッ
パ・オンライン・プラットフォームを利用した申
立てであった。また、2016年以降、申立てが不適
法とされる割合は約20％ある（管轄違いがそのほ
とんどである）ことも問題であるが、それ以上に
大きな問題は、申立てを受ける企業の不参加の割

国際商事仲裁ADR文献紹介（18）

秦 公正 Kimimasa Hata

中央大学法学部教授
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合が非常に高いこと（55％）である。Creutzfeldt/
Steffekによれば、その原因は、手続参加が任意
であること、企業が負担する費用にあるという

（S.68）。企業が手続に参加しない理由として、手
続の費用が消費者との取引と比較して不釣り合い
に高いこと、企業側からは当該紛争はすでに集中
的に処理されており、消費者の申立てが不当と見
えることが挙げられる。

他方、手続に参加した消費者、企業の満足度は
高いようである（消費者66％、企業58％が肯定
的）。しかも、結果が自らに有利にならなかった
と考える消費者の42％も手続に満足と回答して
いる。消費者及び企業による評価では、調停所の
中立性を評価した回答が、それぞれ87％、69％、
調停所の専門性を評価した回答が、82％、63％、
裁判と比べて手続が簡潔、92％、87％、手続が
迅速、87％、87％、費用的に有利、92％、75％
などとなっている。

最後に、費用（S.69f.）について紹介しておく。
調停手続は消費者には原則無料である。2017年
から約3年の調査では、消費者の87％が、かかっ
た費用は20ユーロ（約2,600円）以下、5％が20
～40ユーロと回答した。消費者の約88％は、手
続費用は適当であると感じている。他方で、費用
については企業側からの批判が強い（S.70f.）。
片面的な手続費用負担義務、すなわち、企業は調
停所に対して報酬ならびに手数料を支払わなけれ
ばならないが、企業の56％は、手続費用は適切
でないと回答している。

Reinhard Greger, Wege zur Förderung der 
Familienmediation, ZKM 1/2021, S.18~S.22

ド イ ツ に お い て は、 メ デ ィ エ ー シ ョ ン 法
（Mediationsgesetz）の施行後、メディエーション
の援助・促進をどのように図っていくか、そのため
の金銭的な支援がどのような効果を持つのか、につ
いての調査研究が実施されてきた。メディエー
ション法それ自体の調査及び評価は、すでに連邦
政府による報告がある（BT-Drucks. 18/13178参
照）。他方、本文献において冒頭で言及される略
称BIGFAMプロジェクトは、“ベルリン家族メ
ディエーション援助イニシアティブ（Berliner 
Initiative Geförderte Familienmedaition）”と呼ば
れるもので、手続費用の免除が家族関係の裁判所

隣接メディエーションについてどのような影響を
及ぼすかについて調査を行ったものである。
Gregerはその結果を参考にしながら、とりわけ
ドイツ以外のEU諸国の状況を明らかにすること
を通して、適切なメディエーションの援助を検討
する。なお、BIGFAMでは、2016年から約3年半
の間に親権ならびに面会交流に関する紛争94件
に対して無料かつ質が保障されたメディエーショ
ンが提供され、このうち35件において（一部）
合意が成立した。

オーストリアの区裁判所では、業務日に関係者
相談、夫婦相談、離婚相談が提供されており、プ
ロの相談チームが法律問題を含めた相談業務を
行っている。この相談は、裁判手続とは無関係で
無料で実施されている。また、家族負担調整法

（FLAG）は、複数専門領域に関わる共同メディ
エーションの提供を保証している。メディエー
ションの報酬（1時間につき220ユーロ）は両当
事者が負担しなければならないものの、収入の額
に応じて段階的な金銭的な支援が存在するため、
たとえば、月収が1,800ユーロ以下のときは当該
当事者の負担はない。なお、当事者の負担額を超
える部分は団体が負担することになるが、この部
分については国からの援助金が使用できる。フラ
ンスでは、裁判所から独立したメディエーション
の援助が存在しており、それは国家によって審査
されたメディエータの下で実施され、かつ、その
者が国庫に結び付いたメディエーション施設に帰
属している場合に適用される。収入が法律上の最
低賃金に満たない場合、メディエーションの費用

（90～120分）は2～5ユーロである（収入に応じ
て段階的に負担額は上昇する）。オランダでは、
司法省から独立したRaad voor Rechtsbijstandと
いう組織によって費用援助が行われている。一定
の質を満たしたメディエータの下で実施されるこ
となどが援助の要件となっており、年間収入に応
じて当事者の負担額が変わるが、平均負担額は
59ユーロであり、これまでに16,580件が援助を受
けた。

このように、EU諸国では家庭メディエーショ
ンに対する各種の資金援助が行われており、
Gregerの文献によってその援助の概要を知るこ
とができる。
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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e号及びf号並びに2項）
及び8条を解説する。

第7条（承前）

2. 個々の承認・執行拒否事由（1項）（承前）
（5）自国判決との抵触（e号）

判決条約7条1項e号では、判決の承認・執行を
拒否することができる場合として、判決が承認国

（判決の承認又は執行が求められた国をいう。以

下同じ）の裁判所によって下された同一当事者間
の紛争についての判決と抵触する場合を規定して
いる。この拒否事由は、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f号と実質的に同様の規定であり、特
別委員会第1回会合に提出された作業部会草案3）

の段階から規定されていたものである。
抵触する承認国の判決さえあれば、承認国と判

決国（承認・執行が求められる判決を下した裁判
所〔判決裁判所〕の属する締約国をいう。以下同
じ）のそれぞれにおける手続の開始の時点や判決
が下された時点の先後を問わず、判決条約7条1
項e号に基づく拒否は可能である。また、同一の
当事者間の紛争4）についての判決であれば、判決

外国判決の承認・執行に関する新しいハーグ条約（11）

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。
2）Convention on the Choice of Court Agreements, concluded 30 June 2005. なお、以下では同条約の解説報告書

（Trevor Hartley and Masato Dogauchi, “Explanatory Report on the 2005 Hague Choice of Court Agreements 
Convention”）を「管轄合意条約解説報告書」という。条約及び解説報告書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）“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.
4）各国での訴訟手続の当事者が異なっていても、判決に拘束される当事者が同一であればよく、例えば、承認国の
裁判所で判決が下された者の承継人に対して、判決国の裁判所で判決が下され、判決の当事者が同一となった場合に
も、判決条約7条1項e号に基づく拒否は可能である。判決条約解説報告書脚注121及び管轄合意条約解説報告書脚注
231参照。
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の「対象事項」（subject matter）5）等の同一性は
問題とならない。ただし、あくまで判決間の抵触
が必要であり、一方の判決に従うことが他方の判
決の全部又は一部に違反することなしには不可能
である場合でなければ、同号に基づいて判決の承
認・執行を拒否することはできない6）。

（6）自国で承認される第三国判決との抵触（f号）
判決条約7条1項f号は、同一当事者間における

同一の対象事項についての判決が第三国の裁判所
で下され、当該判決が承認国で既に承認され、効
力を有している場合に、当該判決と矛盾する判決
国の判決について承認・執行の拒否を認める規定
である。e号と比較した場合、判決国の訴訟と第
三国の訴訟の開始の先後が問題とならないことは
同様であるが、同一の対象事項についてのもので
なければならないこと、及び第三国の判決は判決
国の判決よりも先に下された7）ものでなければな
らないことが異なる。また、f号の拒否事由に基
づく判決の承認・執行の拒否が認められるのは、
あくまで第三国の判決が承認国で承認されて効力
を有する場合に限られる。

この拒否事由については、作業部会草案の段階
では、管轄合意条約9条g号と同じ文言で規定され
ていた。しかし、特別委員会第1回会合の議論の
結果、2016年条約準備草案8）の段階から、「訴訟
原因」（cause of action）が同一かではなく、「対
象事項」（subject matter）が同一かを問題とする
規定となった。判決条約解説報告書の説明9）を参
照するならば、訴訟原因は各国毎に多様であり、

その一致が求められるとすれば拒否事由が過度に
限定的となってしまうため、そのような要件を排
除し、それぞれの判決の中心的又は本質的問題が
同一であることを重要な要素とする趣旨で、「対
象事項」の同一性を要件としたものであると解さ
れる。

3. 係属中の訴訟の存在（2項）
（1）訴訟競合への対応

判決条約7条2項は、判決国と承認国の双方で
同一当事者間における同一の対象事項についての
訴訟が競合的に係属し、判決国で先に判決が下さ
れた場合に、承認国における訴訟係属を理由とし
て判決の承認・執行の延期又は拒否を認めるもの
である。1項とは異なり、2項では承認国におけ
る訴訟の帰趨が不分明であるため、承認・執行の
判断を延期することも明示的に認められている。
また、1項e号とは異なり、2項による延期又は拒
否は、あくまで判決国で下された判決と同一の対
象事項についての訴訟が係属している場合にのみ
認められる。なお、訴訟競合は、判決国と第三国
の裁判所間でも生じ得るが、第三国の裁判所での
訴訟係属は、判決条約上の判決の承認・執行の延
期又は拒否を基礎付ける事由とはされていない。

このような拒否事由は、元々、1999年の「民
事及び商事に関する国際裁判管轄権及び外国判決
に関する条約準備草案」（以下「1999年草案」と
いう）10）28条1項a号に規定されていたものであ
る11）。同号では、承認国の裁判所において同一当
事者間の同一の対象事項についての訴訟が先に係

5）日本における「訴訟物」の概念に近いものであると解されるが、「訴訟物」自体の理解にも様々なものがあるため、
判決の中心的又は本質的問題を意味する条約上の概念として「対象事項」という訳語を用いている。なお、渉外的法
律関係に関する訴訟物概念については、井上泰人「準拠法と既判力の客観的範囲について」国際私法年報20号（2018
年）144頁以下を参照。
6）判決条約解説報告書パラグラフ271。
7）判決の確定等の先後ではなく、あくまで言い渡しの先後が問題となると考えられる。承認すべき判決の効力は、
必ずしも判決国での確定時に生じるとは限らず、また、そもそも「確定」（ないし判決の「終局性」）は必ずしも一義
的に明確であるとはいえず、基準として適切ではない。この点については、拙稿「本連載(5)」JCAジャーナル67巻
11号（2020年）39-40頁も参照されたい。
8）“2016 Preliminary Draft Convention”, Work. Doc. No 76 E revised of the Special Commission on the Recognition 
and Enforcement of Foreign Judgments.
9）判決条約解説報告書パラグラフ272参照。
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属している場合に、判決の承認・執行の拒否が認
められていた。ただし、前述の作業部会草案の起
草の段階では、1999年草案28条1項a号の内容に
加えて、承認国に同草案5条の下での管轄原因が
認められること若しくは承認国と紛争との密接な
関連があること、又は係属中の手続の有効性を妨
害する目的で判決国の手続が提起されたことが、
承認・執行の拒否のための条件として規定された

（作業部会草案7条2項）。これは、1999年草案が
直接管轄についても規律するものであった一方
で、作業部会草案はあくまで判決の承認・執行の
みを規定しており、直接管轄は各国の国内法で判
断されることを前提としていたためである。しか
し、特別委員会第1回会合の議論の結果、判決条
約7条2項とほぼ同じ規定である2016年条約準備
草案7条2項が定められた。作業部会草案の規定
は簡素化されて、間接管轄の規定に準拠して承認
国に管轄がみとめられることや妨害目的で判決国
の手続が提起されたことといった条件は削除され
た12）。また、この段階で、この規定に基づく判決
の承認・執行の拒否は当該判決の承認・執行を求
める後続の申立てを妨げないとする点も規定さ
れ、一度承認国の裁判所で本項に基づいて判決の
承認・執行が拒否されたとしても、承認国の手続
について訴訟要件がみたされないことから却下さ
れた場合や、承認国の裁判所で本案判決が下され
たが、それが判決国の判決と抵触しない場合に、
再度、判決の承認・執行を申し立てることができ

る点が明確となった。

（2）承認・執行の延期又は拒否のための要件
判決条約7条2項に基づいて判決国の判決の承

認・執行を延期又は拒否するためには、以下の2
つの要件をみたさなければならない。

第1に、承認国の裁判所における訴えの提起が、
判決国の裁判所における訴えの提起よりも、先で
なければならない（同項a号）。これは、訴訟競合
における先訴優先の考え方、すなわち、管轄が認
められる法廷地での訴訟である限りにおいて、先
に係属した訴訟を優先すべきとする考え方を背景
とするものであると考えられる。なお、判決条約
は訴訟の係属時点を定義していないが、判決条約
解説報告書では、一般的に、訴訟の開始に必要と
なる最初の手続的行為が完了した時点に着目すべ
きであるとされる13）。

第2に、紛争と承認国との間に密接な関連がな
ければならない（同項b号）。この要件は、前述の
起草の経緯からも明らかなとおり、管轄の有無等
によって判断される承認国の法廷地としての適切
性を確保するための要件が簡素化されて規定され
たものである。このような趣旨の規定であるため、
判決条約解説報告書においては、判決条約上の管
轄原因（5条参照）が承認国に認められる場合に
は、原則的に、密接な関連があると判断され、要
件をみたすとされている14）。

10）“Preliminary Draft Convention adopted by the Special Commission and Report by Peter Nygh and Fausto Pocar”, 
Prel. Doc. No 11 of August 2000 for the attention of the Nineteenth Session of June 2001, in HCCH, Actes et 
documents de la Vingtième session (2005), Tome II, p. 190 et suiv. なお、道垣内編著・前掲注2）50頁以下に、その日
本語訳が掲載されている。
11）なお、管轄合意条約においても、同条約22条で非専属的管轄合意に関する相互的な宣言が認められていたため、
同条の中で一定の訴訟競合に対する対応は規定されていた。この点については、管轄合意条約解説報告書パラグラフ
245-252参照。
12）この他、作業部会草案7条2項では、承認国で係属する手続が管轄合意等に反しないことも承認・執行の延期又は
拒否の要件とされていた（管轄合意等に反しないこととは、管轄合意によって管轄が排除された裁判所でないことを
意味すると解される。この点については、管轄合意条約22条2項b号の規定の趣旨を説明する管轄合意条約解説報告書
パラグラフ246-250を参照）が、規定の趣旨が必ずしも明らかでなく、削除された。承認国の裁判所で手続がされて
いる場合には管轄合意の有効性もそこで検討されるはずであることからすると、承認国の観点から有効な管轄合意に
反して手続が行われるといったことは、基本的に想定されないのである。
13）判決条約解説報告書パラグラフ41参照。そこでは、例示として、裁判所における訴状の「受理」（filing）時点や、
受理の前に訴状の送達が必要である場合には、送達を担う当局に受領された時点であるとされる。
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第8条

第8条
先決問題

１ 　先決問題についての判断は、この条約が
適用されない事項についての判断である場
合、又は、第６条に定められた事項につい
て同条に規定された国以外の国の裁判所が
行った判断である場合には、この条約に
よっては承認及び執行されない。

２ 　判決が、この条約が適用されない事項に
ついての判断に基づいている場合、又は、
第６条に定められた事項について同条に規
定された国以外の国の裁判所が行った判断
に基づいている場合には、その限りにおい
て、その判決の承認又は執行を拒否するこ
とができる。

1. 条約における先決問題の取り扱い
判決条約2条2項に規定されるように、判決に

おいて条約が適用されない事項が先決問題として
判断されていたとしても、手続の対象が条約の適
用範囲に含まれる事項である場合、下された判決
は条約によって承認・執行され得る。この点を前
提として、8条は、下された判決における先決問
題や本案についての判断の条約上の取り扱いを規
定する。同条1項では、仮に判決国で先決問題に
ついての判断に効力15）が認められるとしても、
少なくとも先決問題として判断された事項に条約
が適用されない場合には当該判断について他の締
約国は承認義務を負わないことが明示されてい
る。加えて、同条2項では、条約の適用されない
事項が先決問題として判断された場合の判決自
体、つまり本案の判断についても、判決における

先決問題についての判断が承認国における判断と
矛盾・抵触する可能性を考慮して、承認・執行を
拒否することができる旨を規定している。

また、不動産の物的権利についての判決を規律
する6条は、そのような判決の間接管轄としての
専属管轄を不動産の所在地国に認めているが、そ
のことは、不動産の所在地国以外の国の裁判所が
その物的権利について先決問題として判断するこ
とまでも否定するものではない。そうすると、あ
る締約国の裁判所で、他国に所在する不動産の物
的権利についての判断を前提とする判決が下され
た場合、先決問題の判断は不動産所在地国の判断
と矛盾・抵触する可能性がある。そこで、8条では、
他国に所在する不動産の物的権利について先決問
題として判断がされた場合についても、条約が適
用されない事項について先決問題として判断がさ
れた場合と同様の規律が定められている。

この先決問題に関する規律は、管轄合意条約
10条1項、2項及び4項に規定されている内容とほ
ぼ同じものである。異なる点は、管轄合意条約
10条3項に規定される知的財産権の有効性が先決
問題として判断された場合の取り扱いである。同
項では、知的財産権のライセンス契約に基づくロ
イヤリティの支払いを命ずる判決において先決問
題として知的財産権の有効性が判断された事案等
を念頭に置いて、先決問題としての知的財産権の
有効性の判断がそれを生ぜしめた法の所属国にお
ける裁判所又は権限を有する機関の判断と抵触す
る場合や、その国で当該知的財産権の有効性に関
する手続が係属している場合にのみ、判決の承認・
執行の拒否又は延期をすることができる旨を規定
しており、同条2項と比べると、限定的にしか延
期又は拒否をすることができなかったのである。
そして、このような規定は、外交会議第22会期
に提案された2018年条約草案16）の段階では同草
案8条3項としてブラケット付きではあるが規定

14）判決条約解説報告書パラグラフ275。
15）判決条約解説報告書パラグラフ281では、先決問題の判断に効力を認める法理として、“issue estoppel”、“collateral 
estoppel”又は“issue preclusion”という法理を掲げている。これらの意義については、管轄合意条約解説報告書パラグ
ラフ195で、“issue estoppel”が英国及びコモンウェルスのコモンロー国における用語であり、後者の2つの表現はいず
れも米国における用語であると説明されている。
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されていた。しかし、外交会議における議論の中
でこの規定は削除された。判決条約解説報告書に
おいては、削除の中心的な理由として、①管轄合
意条約は当事者が専属的管轄合意をした裁判所の
判決の承認・執行を扱っており、承認・執行の拒
否又は延期が認められる場合を限定することに合
理性があるが、判決条約が適用される判決との関
係では、必ずしも当事者が裁判所の管轄に合意し
た状況ではないこと、②知的財産権に関する契約
についての判決が判決条約の対象となるかという
点は解釈に委ねられている17）が、同草案8条3項
の規定が残る場合、その解釈に対して影響を与え
得ること（そのような契約についての判決が常に
条約の対象となると解釈される虞があること）、
以上の2点が掲げられている18）。管轄合意条約解
説報告書でも指摘19）されるように、先決問題に
関する規律は知的財産権の分野の判決との関係で
最も適用される可能性があるとはいえ、論理的に
考えるとすれば、当事者による管轄合意が、知的
財産権の分野についてのみ判決の承認・執行の延
期又は拒否が認められる場合を他の分野よりも制
限することを積極的に基礎付けるとはいえないこ
とからすると、削除の中心的な理由は、むしろ後
者の点にあると考えられる20）。

2. 先決問題の判断と条約に基づく承認・執行
（1）先決問題の判断

前述のとおり、判決条約8条1項では、条約が
適用されない事項又は判決国以外の国に所在する

不動産の物的権利が先決問題として判断された場
合に、当該判断が条約上承認・執行されないこと
を規定する。例えば、契約に基づく債務の履行を
命ずる締約国の判決において先決問題として当事
者の行為能力に関する判断がされていた場合、そ
の先決問題の判断については、条約上、他の締約
国で承認されることはない21）。

本項との関係でむしろ問題となるのは、条約が
適用される事項が先決問題として判断された場合
についてである。この点について条約は明文の規
定を欠いているが、仮に本項の規律を反対解釈す
るとすれば、判決国で先決問題の判断に効力が認
められる限り22）、そのような判断は他の締約国で
承認されるべきこととなる。しかし、4条の解説
において言及したように23）、判決条約は判決のい
かなる効力を承認するかについて明示的な規定を
設けておらず、承認国には、あくまで自国の司法
制度の下で可能な限りで、外国判決の効力及び救
済を認めることが義務づけられるに過ぎないと解
され、この点を前提とすると、各国の法制度が異
なる先決問題の判断の効力についてまで判決条約
が承認を義務づけているとは解されない。そうす
ると、この点は、管轄合意条約の解釈24）と同様に、
あくまで各国の国内法に委ねられると考えられる25）。
その意味で、本項はあくまで確認的な規定と位置
付けられる。

管轄合意条約10条1項では同条約の「第2条第2
項又は第21条により除外された事項」が先決問題
となった場合を定める一方で、判決条約では、単

16）“2018 Draft Convention”, Work. Doc. No 262 REV of the Special Commission on the Recognition and 
Enforcement of Foreign Judgments.
17）判決条約解説報告書パラグラフ65参照。
18）判決条約解説報告書パラグラフ288参照。
19）管轄合意条約解説報告書パラグラフ197。
20）知的財産に関する問題が条約の適用範囲から除外されていることの趣旨については、拙稿「本連載(4)」JCAジャ
ーナル67巻10号（2020年）40頁以下も参照。
21）判決条約解説報告書パラグラフ283参照。
22）判決条約4条3項によると、判決はあくまで判決国で効力を有する場合にのみ、他の締約国で承認されるため、判
決国で先決問題の判断に効力が認められない場合にまで、他の締約国でその判断の効力の承認が問題となることはな
い。
23）拙稿・前掲注7）38-39頁参照。
24）管轄合意条約解説報告書パラグラフ195参照。
25）したがって、判決条約8条1項は、反対解釈されるべきでない。判決条約解説報告書脚注203参照。
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に「この条約が適用されない事項」となっている。
規定の文理上は、判決条約の規定の文言とするこ
とで、民事又は商事に関するものではない事項（判
決条約1条1項参照）並びに仲裁及び関連する手続
に関する事項（判決条約2条3項）が先決問題とし
て判断されている場合26）も明示的に対象となる点
が異なる。しかし、管轄合意条約10条1項も確認
的な規定と位置付けられており27）、先決問題の判
断については管轄合意条約上の承認・執行義務は
ないと解されているため、実質的な規律に変わり
はない。なお、管轄合意条約21条に対応する判決
条約18条によって特定の事項に条約を適用しない
とする宣言を行った締約国が承認国となる場合、
その国との関係で当該事項は「この条約が適用さ
れない事項」に含まれる28）。

（2）先決問題の判断を前提とする判決の承認・執行
判決条約8条2項は、前述のとおり、締約国の

裁判所において条約が適用されない事項又は他国
に所在する不動産の物的権利について先決問題と
して判断がされ、その判断に基づく本案について
の判決が下された場合に、判決自体の承認・執行
の拒否を認める規定であり、拒否事由を定める点
において、7条と同様の規定である。なお、管轄
合意条約では特別の規定が設けられていた知的財
産権の有効性について先決問題として判断された

判決についても、判決条約では本項によって判決
の承認・執行の拒否が認められることとなる。

ただし、判決条約解説報告書においては、本項
に基づく拒否が認められるのは、判決の判断が先
決問題の判断に基づいている場合、すなわち判決
の判断が、先決問題の判断を必須の前提としてい
る場合に限られるとされる29）。この理解によれば、
例えば、契約の履行請求の訴えについて、判決裁
判所が詐欺に基づき契約が無効となることを判断
して請求を棄却したが、同時に、当事者の行為能
力の欠如も認定して契約が無効となることも判断
していた場合、請求棄却の判断に対して行為能力
の判断は必須の前提とはいえないことから、その
点が先決問題として判断されているとしても、本
項による判決の承認の拒否は認められないことと
なる。加えて、本項に基づく拒否が認められるの
は、先決問題について承認国の裁判所が異なる判
断をする場合に限られるともされる30）。現実の裁
判において、主文の判断を導くために様々な前提
的な問題についての判断がされ得ることからする
と、本項に基づく拒否を必要以上に幅広く認める
とすれば、判決の承認・執行を促進しようとする
条約の基本的意義を大きく損なうことにもなりか
ねない。そのため、このように拒否が認められる
場合を限定する解釈は、妥当なものであるといえ
よう。

26）仲裁に関する問題が先決問題として判断された場合については、拙稿「外国判決の承認及び執行に関する新しい
ハーグ条約――仲裁による紛争解決との関係を中心として」JCAジャーナル67巻2号（2020年）10頁以下を参照。
27）管轄合意条約解説報告書パラグラフ196参照。
28）判決条約解説報告書パラグラフ282参照。
29）判決条約解説報告書パラグラフ286。
30）管轄合意条約解説報告書パラグラフ197においてこの点が明示されており、外交会議第22会期の議論において判
決条約についてもこの点が確認されていることから、同様の解釈となると考えられる。判決条約解説報告書パラグラ
フ286参照。
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Ⅰ．はじめに

COVID-19に対するワクチンの重要性が唱えら
れて久しいが、少なくとも現時点においては、我
が国の大半の国民・住民が接種できているという
状況とはなっていない。他方で、米国においては、
他国に先駆ける形で、2020年末にワクチン接種
が開始し、猛スピードでワクチン接種が進んだ。

我が国においては、COVID-19ワクチンに係る
訴訟は、現時点における公開情報によれば特段不
見当であるものの、職域接種を含むワクチン接種
が進むにつれて、ワクチン接種の義務化を方針と
して打ち出す企業が生じ、それによって紛争が生
じる可能性も否定できない（ただし、つい先日、
予防接種健康被害救済制度による救済決定が報道
された。）。

そこで本稿では、急速なワクチン接種に伴って
紛争が生じた訴訟大国の米国において、注目され
ている労働者に対するワクチンの義務付けに係る
訴訟を紹介する。

Ⅱ．�Bridges,�et�al.�v.�Houston�Methodist�
Hospital（メソジスト病院訴訟）

1. 背景事実
2021年4月1日、米国テキサス州のヒュースト

ン・メソジスト病院は、その従業員に対して、同
年6月7日から、病院の費用で、COVID-19に対す

るワクチン接種をリーダー層から順次開始する旨
のポリシーを策定した。これに対して、同年5月
28日、ブリッジェズ氏を含む117名の労働者（「原
告」）は、上記病院（「被告」）に対して、予防接
種の強制の無効や、解雇等の差止め等に係る訴え
を州裁判所（但し、同年6月1日に連邦地方裁判
所に移送された）に提起した（「メソジスト病院
訴訟」）。しかしながら、同月6月12日、同裁判所
のヒューズ判事は、上記の訴えを棄却した。以下
においては、原告の主張内容及びこれに対する同
判事の判示内容の各概要について見ていくことと
する。

2. 原告の主張の概要
原告の主張は、大要、以下のとおりである。

　主張①：現在利用可能なワクチンは、実験的か
つ危険なものである。すなわち、アメリカ食品 
医薬品局（the United States Food and Drug 
Administration）が2020年12月11日に発した最初
の緊急使用許可は、実験的なワクチンの利用を許
可するものであって、ワクチンは承認（approve）
されていないものである。予防接種後の有象無象
の自発的な報告を受けて解析するシステムである
予防接種後副反応報告システム（the Vaccine 
Adverse Event Reporting Systems〔VAERS〕）
に報告された副反応の数も非常に多い。
　主張②：ワクチン接種の要求及びそれを拒否す
ることによる解雇は公序良俗（Public Policy）に

海外紛争解決トレンド（20）
米国におけるCOVID-19ワクチン関連訴訟

幸 千春 Yuki Chiharu赤川 圭 Kei Akagawa

浅尾昇太 Shota Asao

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（ニューヨーク州）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
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違反する。テキサス州最高裁判所が、随意雇用
（at-will employment）1）に対する例外として、公
序良俗に違反する場合を認めたケースがある。そ
して、被告は、原告に対して違法行為を強いるも
のであり、それを拒否することによって解雇とな
ることから、公序良俗違反が認められる。
　主張③：連邦法（Federal Law）に違反する。
連邦法は、医薬品が未承認である場合には、何人
たりともその利用を強制され得ないと規定してい
る。現在のCOVID-19ワクチンは、承認されてい
ないものであり、強制され得ないものである。そ
れにもかかわらず、本件では、ワクチン接種を強
制されたものである。
　主張④：ワクチン接種の要請は、被験者の防御
権について定める連邦規則集（C.F.R.）に違反す
る。ワクチンがアメリカ食品医薬品局によって完
全に承認されていない以上、ワクチン接種の強制
は、人体実験に労働者を参加させることを強制せ
しめるものである。連邦規則集は、人体実験に参
加させる前に、適法かつ有効なインフォームド・
コンセントを得なければならないとしているが、
本件ではそのような同意は得られていない。
　主張⑤：ワクチン接種の要請は、ホロコースト
時代の強制医学実験と同様であり、ニュルンベル
ク・コード（Nuremberg Code）に違反する。ニュ
ルンベルク・コードは、医学実験への参加は、リ
スク及びメリットを知らされることを前提とする
インフォームド・コンセントを大原則としている。

3. 判決の概要
しかしながら、ヒューズ判事は、上記の原告の

各主張を、大要以下の理由をもって退けている。
　主張①に対する判示：ワクチンの安全性及び有
効性は、本件の解決とは関係しない。テキサス州
法は、刑事罰が科せられる行為を拒否したことを
理由に解雇されないことのみを保護している。そ
こで、原告は、刑事罰が科せられる行為に関与す
ることを強いられたこと、当該行為に関与するこ

とを拒絶したこと、解雇されたこと、及び当該解
雇の唯一の理由が当該違法行為に関与することを
拒否したことであること、を示さなければならな
い。しかしながら、原告はどのような違法行為を
拒否したのかを明確に述べておらず、従業員及び
患者をより安全にしようとする被告の判断を拒絶
したに過ぎない。
　主張②に対する判示：テキサス法は、随意雇用
に対する例外を認識しておらず、仮に当該例外が
あるとしても、ワクチン接種の従業員への要請は
公序良俗に沿ったものである。テキサス州最高裁
判所は、伝染病を理由とした自発的でない隔離や
州によって課されるワクチンの義務化はデュー・
プロセスに違反しないということを支持してい
る。米国における雇用機会均等委員会（the Equal 
Employment Opportunity Commission）が、2021
年5月28日、雇用主が、障害を有する又はワクチ
ン接種を妨げる真摯な宗教的信条を有する従業員
に対して合理的な配慮をすることを条件に、
COVID-19ワクチンの接種を義務付けることがで
きる旨を述べていることも、公序に沿っているこ
との理由として挙げられる。
　主張③に対する判示：連邦法は、米国の保険福
祉長官に対して、緊急時において使用することを
意図した医療製品を州をまたいで導入することを
認めるとともに、当該製品の受領者が使用の潜在
的なメリット及びリスクと製品の投与を受け入れ
るか拒否するかの選択肢について理解することを
確認するよう求めるものにすぎない。すなわち、
連邦法は、当該長官に対して権限を与え、又は義
務を負わせているにすぎないものであって、私人
である雇用主には適用されるものではなく、私法
上の争う機会を提供するものでもない。
　主張④に対する判示：ワクチン接種は、特にテ
ストとして行われるものではなく、被告の従業員
は、人体実験の参加者ではない。
　主張⑤に対する判示：ニュルンベルク・コード
は政府に対して適用され、私人である雇用主に対

1）アメリカにおける従業員と雇用主の関係を示している。随意雇用の下においては、従業員も、雇用主も、いつで
も理由なく、退職又は解雇できる。
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しては適用されない。ワクチン接種の要請は、ホ
ロコースト時代の人体実験とは全く異なる。

ヒューズ判事は、以上のとおり原告の各主張を
退けた上で、次のとおり締めくくっている。
「労働者が業務、就業場所の変更、労働時間を

早めること及びその他の指示を拒否した場合に
は、適切に解雇され得る。全ての雇用関係は、報
酬と引き換えに労働者の行動への制限を包含して
いる。それは、すべて交渉の問題である。」

4. 米国各州におけるワクチン接種に係る立法的
措置等

以上のとおり、メソジスト病院訴訟判決によっ
て、その時点のテキサス州法によりワクチン接種
を義務付けることが法的に根拠があるものと評価
されたとみることができる。しかしながら、各州
においては、雇用主が労働者に対してワクチン接
種を義務付けることを阻止する法案の整備が進め
られているようであり、実際に法案が可決された
州もあるということである。また、職業によって
もワクチンの接種を義務付ける（又はマスク着用
や定期的な検査を義務付ける）かどうかも異なっ
ているようである。州毎にたとえば公序良俗に係
る判断枠組みが異なる可能性もあること（たとえ
ば、随意雇用の例外に係る判断基準が異なり得る
ものと考えられる）も踏まえると、州法の内容や
判断枠組みの相違等に応じて、メソジスト病院訴
訟判決の結論とは異なる結論となる可能性も存す
ると考えられる。

Ⅲ．日本への影響

冒頭紹介したとおり、我が国においても、ワク
チン接種禍は完全には避けられておらず、徐々に
注目を集めている。現実に生じた接種禍に対する
救済もさることながら、接種禍の可能性に鑑み、
ワクチン接種を望まない国民も少ないとはいえな

い。他方、特に他人との接触機会の多い業種など
では、公衆衛生の観点からも、ワクチン接種の義
務付けにも一定の必要性は認められる。そのため、
我が国において、雇用主が労働者に対してワクチ
ン接種を義務付けてよいかは、重要な法的論点と
なり得る。

しかしながら、米国のメソジスト病院訴訟の前
提となっている随意雇用（at-will employment）
の制度は、我が国においては採用されていない。
我が国においては、解雇は、客観的に合理的な理
由を欠き、社会通念上相当であると認められない
場合には、その権利を濫用したものとして、無効
となる（解雇権濫用法理。労働契約法第16条）。
このように、日本の解雇規制は、少なくともテキ
サス州に比して相当厳しい基準を採用しているこ
とから、メソジスト病院訴訟の判決の規範を、そ
のまま日本の裁判所で適用することは困難と考え
られる。実際、厚生労働省も、ワクチンの接種は
本人の意思に基づいて受けるものであるから、接
種の強制はできない旨を表明している2）。この一
種公益的な接種の必要性と、雇用における労働者
の地位の保護とを、雇用の現場でどのように調和
させていくのかは、今後の課題であり、わが国特
有の労働法的検討が引き続き求められるものとい
える。

Ⅳ．おわりに

以上、米国におけるメソジスト病院訴訟を紹介
した。講学的には参考になる事案であるし、判断
理由のいくつかは我が国の法規範の下でも参考に
なるものといえるが、我が国特有の問題があるこ
とは上述のとおりである。さらに、同訴訟の第一
審判決に対しては連邦控訴裁判所へと控訴されて
いるため、控訴審の判示内容についても注目に値
するであろう。

2）厚生労働省「新型コロナワクチンQ&A」［https://www.cov19-vaccine.mhlw.go.jp/qa/0053.html］（2021年9月5日）
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Ⅰ．はじめに

技術情報の保護は、企業、とりわけ製造業を生
業とする企業にとって重要であることは言うまで
もない。平成24年から平成27年にかけて、新日鐵・
ポスコ事件や東芝・ハイニックス事件といったこ
れまでに日本の裁判所においてはなかった高額の
技術情報漏えいに関する営業秘密侵害訴訟が提起
され、技術情報漏えいに関する問題が産業界で大
きな問題として認識されるきっかけとなった。ま
た、並行して営業秘密保護強化を企図した不正競
争防止法の改正も何度も行われており、平成27
年の改正においては、民事・刑事・水際対策も含
め、抜本的な見直しが行われたと言える。

以降、技術情報漏えいの防止策、あるいは実際
に技術情報が漏えいした際の対応策は、産業界に
おいても、従前と比べると議論がなされ、対策も
なされている状況であろう。もっとも、経済活動
のグローバル化が顕著である今日においては、単
に日本国内における技術情報流出の防止策・対応
策だけではなく、技術情報流出が国境をまたいで
生じる場合の防止策・対応策についても検討する
必要がある。世界の潮流としても営業秘密に関す
る法改正は、米国、欧州、アジア諸国において近
時相次いで行われている。

そこで本稿では、以下、技術情報流出の防止策、
実際に技術情報が流出した際の対応策、技術情報
流出が国境をまたいで生じる場合の防止策・対応

策について検討し、また諸外国における営業秘密
に関する法改正の状況にも言及する。

Ⅱ．技術情報漏えいの予防

技術情報という重要な資産とそれによる利益を
損なわないためには、まずはその流出の予防が重
要であることは論を待たないであろう。そこで、
以下、この点について検討する。

1. 管理体制の整備
技術情報流出を防止するためには、秘密情報た

る技術情報の管理体制を整備し、それを実施して
いくことが重要である。かかる管理体制には、物
的・技術的なもののほか、人的な管理体制、更に
はこれらの個別の管理体制を統括する組織的な管
理体制も含まれる。

技術情報流出の問題については、経済産業省に
より公表されている「営業秘密管理指針」（最終
改訂平成31年1月23日）、「秘密情報の保護ハンド
ブック」（平成28年2月）及び「技術流出防止指針」

（平成15年3月14日）が公表されており、参考に
なる。

ここでは誌面の都合上、これらの内容の詳細に
立ち入らないが、以下の諸点を指摘しておく。

（a）営業秘密管理指針
営業秘密管理指針については、改訂も重ねられ、

営業秘密の保護、営業秘密を保護するための管理
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の在り方について、かなり詳細に説明されている。
その中で、営業秘密の管理として、物的・技術的
管理、人的管理、更には組織的な管理についても
説明されている。従来は、営業秘密管理指針が長
大化し、より良い運用やいわゆるベストプラク
ティスに関することも記載されていたかのようで
あったが、秘密情報の保護ハンドブックが策定さ
れた後は、最低限の水準を示すものと位置付けら
れている。

（b）秘密情報の保護ハンドブック
秘密情報の保護ハンドブックは、平易な表現で、

秘密情報の保護について総合的にまとめられたも
のであり、事後的な対応についてもまとめられて
いる。

（c）技術流出防止指針
日本国内におけるノウハウ等の流出防止は営業

秘密管理指針においてカバーされる一方、技術流
出防止指針では国境を超える技術流出防止に焦点
が当てられている（技術流出防止指針4頁）。なお、
技術情報流出が国境を越える場合については、本
稿では以下の４において検討する。

2. 従業員・退職者の秘密保持義務、競業避止義務
技術情報流出を防止するための管理体制のう

ち、もっとも重要なもののひとつが従業員・退職
者からの漏えいを防ぐことであるが、従業員・退
職者が秘密保持義務・競業避止義務を負うような
定めを就業規則等で設けることが通常なされてい
る。秘密保持義務は、技術情報流出を防ぐために
まず従業員・退職者が技術的なノウハウ等の秘密
情報を漏らさないよう契約上義務付けるものであ
り、競業避止義務は、同業他社にて再就職する等
の競業を禁止することで技術的なノウハウの流出
を予防しようとするものである。

もっとも、退職者の競業避止義務については、
特に個人の職業選択の自由を制限するものである
ため、その有効性がしばしば争われる。

この点、判例では、問題となる競業避止義務を
就業規則等に定められた条項それ自体、あるいは
その適用が、（A）使用者の正当な利益、（B）従
業員の不利益（競業禁止期間・地域・職種の限定）、

（C）代償措置の有無、（D）在職中の従業員の地
位等に照らし、公序良俗に反して無効とならない
かどうかが判断される（民法９０条）。その判断
は事案によるが、技術については専門的であるほ
ど転職先が制限されるため、競業避止義務を負わ
せることが不合理だと判断される可能性があるこ
とに注意が必要である。

3. 取引先や外部者に対する対策
取引先や共同研究の相手方といった外部者に対

する対策も十分に意識しておく必要がある。こう
いった第三者に対して、秘密保持契約等の契約上
の手当が必要なことは当然であるが、開示する情
報のコントロール、開示後の管理体制のチェック
なども必要十分になされるべきである。

4. 内部通報制度の設置・周知
技術情報流出を未然に、あるいは初期の段階で

防ぐためには、流出の事実をなるべく早く知る必
要がある。技術情報流出が行われる際、早い段階
で知る可能性があるのは、技術情報を流出しよう
としている従業員の身近にいる同僚であろう。し
かし、当該従業員は、かかる事実を知ったとして
も、どこに連絡して良いのか分からないかもしれ
ないし、かかる連絡をすることにより不利益を受
けることを危惧するかもしれない（特に、不審な
行動を取っているのが上司であったり、あるいは
部門ぐるみであるような場合）。

この点を考えると、内部告発制度を整備し、内
部告発の連絡先（外部の弁護士等）を明確にして、
それを従業員に周知しておくことは、技術情報流
出を早い段階で知る可能性を少しでも高めること
になる。公益通報者保護法により保護される「通
報対象事実」には、不正競争防止法違反も含まれ
ており（同法2条3項、別表第8号、公益通報者保
護法別表第8号の法律を定める政令第319号、不
正競争防止法21条1項）、法律上もかかる通報を
したことを理由とする不利益な処分は禁じられて
いる。
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Ⅲ．実際に技術情報が流出した際の対応策

上記Ⅱ．では技術情報流出の事前の防止策につ
いて検討したが、ここでは、実際に技術情報が流
出した際の対応策について検討する。

1. 法的な根拠
ここでは、技術情報流出の場面として、退職し

た元従業員が新たな就職先において技術情報を流
出した場面を想定する。

かかる場合、まず、退職した元従業員等、秘密
保持義務を負うものによる場合は、雇用契約等の
秘密保持義務に基づいて、技術情報の使用等の差
止、損害賠償請求をすることが考えられるし、流
出した技術情報が不正競争防止法上の「営業秘密」
に該当するとして、差止請求・損害賠償請求をす
ることが考えられる（不正競争防止法2条1項4号
～10号、2条6項、3条及び4条）。

一方、新たな就職先である会社に対しては、契
約上の請求はできないのが通常であるが、不正競
争防止法上の「営業秘密」に該当するとして、差
止請求・損害賠償請求をすることは考えられる。

以下では、上記の不正競争防止法上の請求が認
められるかどうかにおいてポイントとなる点につ
いて検討する。

（a）「営業秘密」に該当するか。
不正競争防止法において、「営業秘密」は、そ

の2条6項で以下のように定義されている。
「この法律において「営業秘密」とは、秘密と

して管理されている生産方法、販売方法その他の
事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であっ
て、公然と知られていないものをいう。」

このように、不正競争防止法上、営業秘密に該
当するのは、（A）有用性、（B）非公知性及び（C）
秘密管理性の3つの要件を充たした情報である。

このうち、実務上は、（A）有用性及び（B）非
公知性は、比較的容易に認められる傾向にあるが、

（C）秘密管理性については、否定される判例も
多い。

従って、実際に技術情報流出に対応する場面ま
で想定すると、日頃から技術情報（特に重要な秘

密情報）を「秘密として管理」しておく必要があ
る。どのような場合に「秘密として管理」してい
ると認められるか、については、判例上一律的な
基準はなく、事業規模、業種、情報の性質、管理
態様、侵害態様等も踏まえ、総合的に判断される。
日常のあり得べき技術情報の管理態様について
は、上記の営業秘密管理指針や秘密情報の保護ハ
ンドブックにも詳述されているが、その中でも、
会社内でも当該技術情報へのアクセスを必要最小
限に留めるようアクセス制限をすること（例えば、
ファイルにパスワードをかけ、一部の者にしかパ
スワードを開示しない）や、会社内でも秘密であ
ることが認識できるようにしておくこと（例えば、

「極秘」と表紙にスタンプを押す）などが重要で
あると考えられる。

（b）「不正競争」に該当するか。
不正競争防止法上、差止請求や損害賠償請求の

対象となるのは、2条1項に定義される「不正競争」
行為である。「営業秘密」の取得、使用又は開示
があれば自動的に「不正競争」に該当するのでは
なく、その中で、不正競争防止法2条1項4号～10
号に列挙されている一定の行為類型が「不正競争」
に該当することになる。上記の設例では、退職従
業員により新しい就職先である会社に対して営業
秘密の開示をしたり、そこで営業秘密を使用した
りする行為については、退職従業員自身に対して
は2条1項7号が問題となろう。一方、新しい就職
先である会社に対しては、2条1項8号及び9号が
問題となるであろう。

なお、以上の契約上の請求と不正競争防止法上
の請求は、事実関係においては重複するものであ
り、実務上は退職従業員に対しては同時になされ
るケースも多い。

2. 実際に技術情報が流出した際の具体的な動き
上記のように、実際に技術情報が流出した際は、

契約上の秘密保持義務、あるいは不正競争防止法
に基づいて差止請求や損害賠償請求を検討するこ
ととなるが、技術情報流出の発覚からの具体的な
動きの概略は以下の通りであろう。
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（a）初動
まず何より事実調査が大切である。どの情報が、

いつ、誰により、どのように流出したか、をでき
るだけ具体的に特定できるよう、社内の関係者へ
の聴取や使用されていたパソコンの解析等により
調査する必要がある。

事実調査と並行して、証拠の収集・保全が行わ
れるべきである。実際のケースでは、情報流出の
ルートや手段を具体的に立証できるかどうかが極
めて重要であり、この点に関する証拠は発見次第
安全に保管する必要がある。

（b）法的措置の検討
次に、技術情報流出に対する法的措置を検討す

ることとなる。
この点、まずは警告状を送付する、という方法

もあり得るが、かえって証拠の隠滅等を招きかね
ない点は注意しなければならない。

一方、法的措置としては、営業秘密の使用・開
示を停止又は予防するための差止請求、損害賠償
請求の民事訴訟を提起することのほか、営業秘密
の使用・開示を停止又は予防するための仮処分（民
事保全法23条2項）を申し立てることも考えられる。

民事訴訟においてはもちろん相手方に反論の機
会が与えられるが、仮処分についても、営業秘密
の使用・開示を停止又は予防するための仮処分は
要審尋事件の類型（民事保全法23条4項）に該当
し、相手方に反論の機会が与えられるため、相手
方が知ることなく仮処分命令が発令される、とい
うことは原則としてない。なお、民事保全法23
条4項但書では、「仮処分命令の申立ての目的を達
することができない事情があるとき」に例外を認
めているが、営業秘密に関する仮処分事件におい
てかかる例外が認められることは実務上はほとん
どないものと考えられる。

（c）民事手続の中での留意点
技術情報流出に対して法的措置を検討する場

合、被侵害者側において法的措置を検討している
ことが侵害者側の知るところとなると、証拠（特
に技術情報の流出のルートや手段に関する証拠）
を隠滅されるおそれがある。そこで、決定的な証
拠がない場合は、侵害者側にそのような機会を与

えることなく証拠を保全する手段を検討すべきで
あり、訴え提起前の証拠保全の活用を検討すべき
であるが（民事訴訟法234条以下）、実務上、技
術情報流出に関する法的措置を採る場合において
証拠保全を活用した実例は非常に少ないのが現状
である。

また、民事手続の中においては、当然、問題と
なっている技術情報に関して主張・立証がなされ
ることとなり、あるいは訴訟資料の中に必然的に
かかる技術情報が含まれることとなるが、これが
裁判資料として公開されると、2次被害とも言う
べき事態となる（民事訴訟法91条参照）。字数の
関係から詳細は省略するが、かかる事態を防ぐべ
く、秘密保持命令（不正競争防止法10条）・閲覧
制限（民事訴訟法92条）の制度の活用を積極的
に検討する必要がある。

Ⅳ．�技術情報流出が国境を越えて生じる
場合の防止策・対応策

1. 管理体制
上記のように、かかる場合を想定した管理体制

については、技術流出防止指針が参考になる。管
理体制の整備は、国内・国外を問わず重要である。

2. 契約上の秘密保持義務・競業避止義務
人的管理の一環として従業員との間で、在職中

及び退職後の秘密保持義務・競業避止義務を定め
た契約を締結することが必要であるが、これは外
国人従業員であろうとも変わらない。ただし、当
該外国人従業員が退職後に日本国外に居住するよ
うな場合は、かかる準拠法、管轄、実効性に問題
が生じ得る（これらの点については後述）。

なお、契約上の秘密保持義務・競業避止義務は、
あくまで当該従業員の義務を定めたものであり、
例えば当該従業員の再就職先に対する何らかの請
求の根拠とは、基本的にはなり得ない。

3. （日本の）不正競争防止法等に基づく対応
（a）管轄

日本の会社において技術情報の流出があった場
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合、まずは日本の裁判所で、秘密保持義務や競業
避止義務に基づく差止請求、損害賠償請求、ある
いは不正競争防止法に基づく差止請求、損害賠償
請求を検討すると思われる。この点、技術情報の
流出後、被告たる退職従業員が国外に居を移した
り、あるいは外国企業に対して上記の請求をする
場合は、日本の裁判所に管轄があるのかを検討し
なければならない。この点については、民事訴訟
法における国際裁判管轄についての規定に従うこ
ととなる（民事訴訟法3条の2～3条の12）。日本
で就労していた退職従業員の負う秘密保持義務・
競業避止義務との関係では、3条の3第1号により、

「当該債務の履行地」が日本となり、日本の裁判
所に管轄が認められるであろう。また、不正競争
防止法上の訴えは、「不法行為に関する訴え」で
あり、日本において保管していた技術情報の流出
という結果が発生しているのであれば、日本の裁
判所において管轄が認められるであろう（同法第
3条の3第8号）。

（b）準拠法の問題
準拠法については、法の適用に関する通則法に

おいて定められている。従って、管轄があるとし
て日本の裁判所において審理される場合、日本法、
あるいは他の国の法律が適用されるかどうかは、
同法に従って判断することとなる。

退職従業員との間における秘密保持義務・競業
避止義務を判断する際の準拠法については、同法
12条を検討しなければならないが、日本におい
て就労していたような場合は、ほぼ日本法が適用
されることとなると考えられる。

不正競争防止法に基づく請求については、「不
法行為によって生ずる債権の成立及び効力」であ
り、加害行為の結果発生地の法によることとなる

（同法17条）。日本において保管していた技術情
報の流出という結果が発生しているのであれば、
日本法が準拠法となると考えて良いであろう

（c）判決の実効性の問題
上記の日本の裁判所における裁判管轄が認めら

れ、そこで差止等の勝訴判決を得ることができた
としても、技術情報の流出に関与した従業員が海
外に居住していたり、当該技術情報が海外で使用

されているような場合は、その判決の実効性に疑
問が生じる。当該勝訴判決を日本以外の国で「執
行」するためには、その国での「外国判決の承認」
といった裁判手続が必要となることが多いはずで
あり（民事訴訟法118条参照）、かつ承認される
かどうかは、その国の裁判所次第となる。勝訴判
決は得たものの、相手方も判決に従わず、かつか
かる判決が執行されず、宙ぶらりんの状態になっ
てしまうこともあり得るのである。

（d）�外国法の「トレード・シークレット」の保護
に基づく対応

上記のような実効性への問題を考えると、海外
での技術情報流出が問題となった際、その国で当
該技術情報が「営業秘密」に類するものとして保
護され、その国において、その国の法律に基づい
て、差止請求、損害賠償請求をなし得ないかは、
検討に値する。ここでは字数の制限から詳細は割
愛するが、主要国における営業秘密の法制度につ
いて簡単に触れる。

営業秘密に関しては、TRIPS協定39条にトレー
ドシークレットの保護の規定があるため、WTO
加盟国においてはその保護があることとなるが、
法制度はそれぞれ細部に異なるところがあること
は言うまでもない。また、近時、営業秘密に関す
る法改正のあった国は非常に多い。

アメリカでは連邦レベルでDefense�Trade�
Secret�Actが制定され、またヨーロッパでもTrade�
Secret�Directiveが制定された上で各国において
対応する法制度が整備されている。これらは、こ
れまで州毎に、あるいは域内の国毎に違いのあっ
た営業秘密の保護において一定の統一性を持たせ
る、という趣旨によるものである。もっとも、ア
メリカにおいては、州法上のこれまでの営業秘密
に関する法も引き続き有効であることには留意し
ておく必要がある。

また、アジア諸国でも法改正の動きが活発であ
り、例えば中国や韓国でも法改正がされ、この分
野での懲罰的賠償制度が導入された。

このような最新の法制度に関する情報は、すべ
てを把握しておくことは困難ではあるが、事業上
重要と考えられる国・地域の営業秘密に関する法
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制度については押さえておく必要があると考え
る。もっとも、関連する法制度は必ずしも営業秘
密に関する法律だけではなく、労働法や契約法に

ついても、適宜必要に応じて情報収集し、理解し
ておく必要がある。

57-62_新時代における商事紛争解決の国際的潮流（5）_松本先生.indd   6257-62_新時代における商事紛争解決の国際的潮流（5）_松本先生.indd   62 2021/10/01   10:042021/10/01   10:04



　68巻10号［2021.10］　　63

紛争解決条項のヒント

　今月の「紛争解決条項のヒント」は、本誌2021年8月号でご説明したJCAAのもとでUNCITRAL仲裁
を行う場合の仲裁条項1）の続きです。
　仲裁のメリットに一つとして、非公開性が挙げられることがあります。裁判の場合、公開の原則（日
本では憲法82条）に基づき、誰でも傍聴し、事件の記録を閲覧できることになっていますが（たとえば
民事訴訟法91条1項）、仲裁については守秘義務の合意をすることができます。この仲裁の非公開性は、
レピュテーション等を理由に紛争の存在を公にしたくない当事者にとって大きな魅力であると考えられ
ます。
　ところで、仲裁の非公開については、仲裁手続の非公開と仲裁の対象となっている当事者や紛争に関
する情報についての守秘義務の二つに分けて考える必要があります。前者は、当事者の非公開について
の合意がある場合（その旨を定めた規則による合意がある場合を含む）、又はそのような合意がない場合
であって仲裁人が認めないときには、第三者は仲裁審問に立ち会うことはできないという原則です。他方、
後者の仲裁の対象となっている当事者や紛争に関する情報についての守秘義務とは、たとえば、ある当
事者が仲裁事件に巻き込まれているとか、その紛争はどういったことをめぐるものであるとか、証人と
して誰がどのようなことを述べたといった情報について、他に漏らしてはならないということです。
　日本の仲裁法には上記に非公開と守秘の義務についての規定はありませんので、JCAAの商事仲裁規
則・インタラクティヴ仲裁規則の42条2項は、次のように定めています。

第42条（非公開・守秘義務）
1　仲裁手続及びその記録は、非公開とする。
2　仲裁人、当事者、その代理人及び補佐人、JCAAの役職員その他の仲裁手続に関係する者は、仲
裁事件に関する事実又は仲裁手続を通じて知り得た事実を他に漏らしてはならず、これらに関する
見解を述べてはならない。ただし、その開示が法律に基づき又は訴訟手続で要求されている場合そ
の他の正当な理由に基づき行われる場合には、この限りでない。

　これに対して、UNCITRAL仲裁規則にはこれに相当する規定がありません。そこで、当事者として
はそれを補うべく、上記の規定に倣って、当該当事者間の合意の中に盛り込んでおく必要があり、その
モデル条項が冒頭の仲裁合意です。
　とはいえ、そもそもこの仲裁合意をしているのは当事者ですから、この合意によりこの非公開と守秘
の義務を負うのはその合意をした当事者だけです。この当事者には、仲裁人、代理人・補佐人、JCAA
の役職員、第三者である証人、その他の手続関与者（通訳者、速記録作成者、オンライン会議設営関係
者等）は含まれませんので、これらについては別途検討する必要があります。商事仲裁規則等に基づく
仲裁の場合には、仲裁人、代理人・補佐人及びJCAAの役職員は、42条の定めを受け容れて仲裁事件に
関与していますので、同条により守秘義務を負うと考えられますが、当事者に属さない第三者証人その
他の手続関与者は、42条を受け容れているとみなすことは困難でしょう。そこで、JCAAが管理する仲
裁手続では、第三者証人、通訳者等には守秘義務に関する誓約書の提出を求めています。
　他方、UNCITRAL仲裁管理規則には、既述のように商事仲裁規則等の42条のような規定はありませ
んので、上記の仲裁条項のように定めておくことが考えられます。これにより仲裁人、代理人・補佐人
及びJCAAの役職員については、商事仲裁規則の場合と同様に、守秘義務を負うことになると思われま
すが、“other persons involved in the arbitral proceedings”と記載しておくだけでは、第三者証人その他
の手続関与者が守秘義務を負うことを確保できているはいえないリスクがあります。そのため、そのよ
うな第三者には守秘義務に関する宣誓書を提出してもらうことにより、守秘義務契約を締結しておくべ
きであろうと思われます。

JCAAのもとでUNCITRAL仲裁を行う場合の仲裁条項（2）：非公開と守秘義務

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

Arbitral proceedings shall be held in private, and all records thereof shall be closed to the public.
The arbitrators, the Parties, their counsel and assistants, the JCAA’s officers and other staff, 

and other persons involved in the arbitral proceedings shall not disclose facts related to or learned 
through the arbitral proceedings and shall not express any views as to such facts, except where 
disclosure is required by law or in court proceedings, or based on any other justifiable grounds.

1）https://www.jcaa.or.jp/common/pdf/arbitration/clause_26.pdf
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国際契約・貿易実務相談（JCAA会員限定）

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

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

物品の一時輸出入免税には 
通関手帳“ATAカルネ”が便利です！

海外での見本市、展示会、演奏会などの“持ち込みが一時的な物品”は、 
ATAカルネをご利用いただければ輸入税等が免税となり、税関への申告もスムーズになります。 

使用できる用途 

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

商品見本 職業用具 展示会・国際会議

◇ ご自宅やオフィスから申請可能 
　（当協会営業時間外でも申請送信可） 
◇ 書類印刷や押印が不要 
◇ 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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― Seminars ―
弁護士法人大江橋法律事務所では、第一線で現場に携わる弁護士による「最新判例解説セミナー」、

「M&A実務セミナー」、「国際法務セミナー」、「ライフサイエンスプラクティスセミナー」等、
企業経営・企業法務の実務に役立つウェビナー（無料）を開催しております。
セミナーの詳細およびお申込はWEBをご覧ください。
最新セミナー情報：https://www.ohebashi.com/jp/seminar.php
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	14-22_世界銀行ブラック総裁による仏貨東京市債問題の調停 _中谷先生
	23-29_中国商事紛争解決の理論と実務（19）_張先生
	30-36_和解あっせん実務上の諸問題研究（9）
	37-43_投資協定仲裁判断例研究（137）_卜部先生
	44-45_国際商事仲裁ADR判例紹介（17）
	46-47_国際商事仲裁ADR文献紹介（18）
	48-53_外国判決の承認・執行に関する新しいハーグ条約（11）_竹下先生
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