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国際仲裁プラクティスの現状及び
日本企業にとっての今後の課題
ポールヘイスティングスLLP（ワシントンD.C.）米国コロンビア特別区・テキサス州弁護士

ジョゼフ・R・プロファイザー

Joseph R. Profaizer

ポールヘイスティングスLLP（ニューヨーク）米国ニューヨーク州・ニュージャージー州弁護士、米国弁理士

エリック・W・ディットマン Eric W. Dittmann

ポールヘイスティングスLLP（ワシントンD.C.）日本及び米国ニューヨーク州・コロンビア特別区弁護士

谷口紗智子

Sachiko Taniguchi

Ⅰ．はじめに
一般財団法人海外投資情報財団及びポールヘイ
スティングスLLPが『国際仲裁プラクティスの
現状及び日本企業にとっての今後の課題』と題し
てウェビナーを共催した（2021年3月3日及び4月
1）
21日の2回シリーズ）
。本稿では、
当該ウェビナー

の内容を基に、
（1）日本企業が国際仲裁を活用し
ていない現状、
（2）国際仲裁の紛争解決手段とし

国

GDP

Fortune
Global
5002）

ICC3）

SIAC4）

米国

1位

121社

196件

39件

中国

2位

124社

105件

67件

日本

3位

56社

28件

15件

ドイツ

4位

27社

97件

5件

英国

5位

32社

78件

14件

インド

6位

7社

147件

429件

韓国

10位

14社

57件

20件

ての魅力、
（3）日本企業が国際仲裁を活用すると
きに直面しやすい課題を考察する。

企業の数を示している。日本企業が世界で活発に
事業を展開していることが分かる。
表の右側2列は、各国出身の企業が当事者であ

２．日本企業が国際仲裁を
活用していない現状

る国際仲裁事件の数が、2019年にICCとSIACと
に申し立てられた事件に占めた数を示している。

訴訟と異なり、国際仲裁は初めから国境を跨ぐ

2019年にICCに申し立てられた事件の総数は869

紛争の解決を目的に制度として発展してきた。国

件であった。そのうち米国と中国とが属性の当事

際的に事業を展開する日本企業が紛争に直面する

者の事件が196件と105件とであったのに対し、

場面もあると思われるが、日本企業が国際仲裁を

日本が属性の当事者の事件はわずか28件であっ

活用しているとは言えない現状がある。

た5）。2019年にSIACに申し立てられた事件の総

次に掲げる表は、日本を含むGDP上位6カ国他

数は479件であったが、米国と中国とが属性の当

について、Global Fortune 500に掲載される自国

事者の事件が39件と67件とである一方、日本が

1）本ウェビナーには道垣内正人・早稲田大学教授（JCAA仲裁調停担当執行理事）もゲストスピーカーとして参加した。
2）Fortune社が毎年発表するFortune Global 500の2020年調べによる。
3）International Chamber of Commerce (ICC), Dispute Resolution 2019 Statistics (2020), at page 21.
4）Singapore International Arbitration Centre, Where the World Arbitrates (Annual Report 2019) (2020),
“Geographical Origin of Parties for New Cases Handled in 2019,” at page 17.
5）International Chamber of Commerce (ICC), Dispute Resolution 2019 Statistics (2020), at pages 9 and 21.
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属性の当事者の事件はわずか15件であった6）。イ

日本企業が世界で活発に事業を展開している状況

ンド、中国、韓国といったアジアの企業が国際仲

に鑑みると、日本企業だけ国境を跨ぐ紛争に巻き

裁を利用する頻度に比べると、日本企業が国際仲

込まれる頻度が格段に低いとはいえない。

裁を利用する頻度は各段に低い7）。

考えられる理由として、可能性が2つある。第

日本企業が国際仲裁を活用していない現状は、

1が、そもそも仲裁条項が契約に規定されておら

日本国内に目を向けても同じである。日本には古

ず、自ずと紛争解決手段が訴訟に限定されている

く か らJCAAが あ る が（ そ の 沿 革 は1950年 ）、

可能性である。国際仲裁が法学部や法科大学院で

2016年から2020年までの5年の間に、JCAAに申

触れられることさえない日本では、日本企業を代

8）

し立てられた事件の総数は72件であった 。例年

理する弁護士が、国際仲裁を紛争解決条項に盛り

の申立件数は10～20件に留まる。

込むことに意欲的でなくても不思議ではない。訴

JCAAに備わった国際仲裁事件を審理する体制

訟と比較したときの国際仲裁の魅力を十分に考慮

を考えると、リソースが持て余されていることが

せずに、契約に盛り込まないのであれば、それは

否めない。これまでJCAAで審理された事件の当

改められるべきである。

事者の国籍は22の国・地域と多岐にわたり、日

第2が、仲裁条項が契約に規定されていても、

本を除くと当事者の属性は中国、韓国、台湾、米

それで紛争を解決することを敬遠している可能性

国、タイが多い9）。JCAAで審理された事件の仲

である。統計があるわけではないが、話合いを重

裁人の国籍の半数は日本以外の国籍であり、審理・

ね、法的手段回避を目指すことをよしとする傾向

10）

手続きの言語も半数以上の事件が英語である 。

はなかろうか。紛争を回避することにはメリット

国際仲裁を行う土壌はあるものの、活用されてい

もあるが、重大な経営判断であるから、少なくと

ないというのが現状である。

も訴訟と国際仲裁との違いはよく理解し、国際仲

東京の仲裁地としての利点も、本来は注目に値

裁という紛争解決手段の有効性を踏まえたうえで

してしかるべきである。アメリカやヨーロッパか

判断すべきである。そのためには、国際仲裁で紛

ら仲裁人、代理人、当事者、証人が集まるにも、

争を解決するとは具体的にどのようなことか、取

東京はシンガポールと比べるとアクセスがいい。

締役がイメージを持てることが必要である。

テロやデモなどを含め、東京の治安は群を抜いて
安全である。しかし、東京が国際仲裁で仲裁地に
頻繁に選ばれる都市（ニューヨーク、パリ、ロン

４．訴訟との比較から見る国際仲裁の魅力

ドン、ジュネーブ、シンガポール、香港）の仲間

国際仲裁を訴訟と比較すると、国際仲裁が国境

11）

入りをする日はまだ遠い 。

を跨ぐ紛争を解決する手段として元来発展してき
たことに自ずと頷ける。A国の企業とB国の企業

３．日本企業が国際仲裁を
活用していない理由
国際仲裁を活用せずに、日本企業が国境を跨ぐ
紛争をどのように解決しているのか疑問である。

とが対等に争い公平な裁決を得ることに適した要
素が、国際仲裁には備わっている。
（1）仲裁地は両当事者にとって公平な場所
誰も敵地で戦いたいとは思わない。日本企業が

6）前掲注4), at pages 16 and 17.
7）香港国際仲裁センターは、ICC及びSIACと同様のデータを公表していないので、本稿では比較していない。
8）日本商事仲裁協会「仲裁・基本情報・実績」https://www.jcaa.or.jp/arbitration/statistics.html,（参照2021-05-31）
9）同上
10）同上
11）前掲注5), at page 28.
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国際仲裁プラクティスの現状及び日本企業にとっての今後の課題

いくら日本の司法制度に信頼を寄せていても、外
国の相手企業が日本で訴訟することに同意する場

大の見せどころでもある。
国際仲裁を使うと、後述のように、当事者の好

面は極めて限られる。とはいえ、日本企業とて、

みに合わせ、仲裁規則や仲裁人をどのように選ぶ

司法制度が腐敗している国で訴訟をすることはで

かにより、いずれか一方に偏らせることも、偏ら

きない。腐敗していなくても、日本企業が国外で

せないこともできる。

訴訟をすることには不利益が伴う。アメリカのよ
うに、日本企業にとり不案内の手続き（大規模な
ディスカバリー、一般市民からなる陪審員制度な
ど）が目白押しの訴訟が遂行される国もある。

（3）当事者の意思を反映した審理手続き
訴訟の場合、審理は訴訟が係属する管轄地の訴
訟法に従う。アメリカで訴訟をするなら、広範か

国際仲裁であれば、敵地で戦うことを回避し、

つ大規模なディスカバリーは避けられず、他にも

両当事者にとり中立な場所で戦うことができる。

デポジション、インテロガトリー、インスペクショ

日本企業とアメリカ企業との間であれば、仲裁地

ン等様々な証拠開示手続きに対応が求められる。

をパリにすることもできる。パリであれば、時差、

国際仲裁を使うと、当事者が主体になり手続き

移動に要する時間等、地理的条件について両当事

を決める。完全にアドホックにして手続きが進む

者が負う不利益はほぼ等しい。

都度、次の手続き（仲裁人の選定、主張書面を提

また、国際仲裁の手続き及び審理に用いられる
言語を英語にすると、仲裁地がどこであれ、言語
12）

のハンデも最低限に抑えられる 。

出する回数、証拠開示の行い方、証拠開示期間、
証人尋問期日、証人尋問手続きなど）を、仲裁人
を介して決める方法もある。ただし、その都度対
立している当事者間で決め事をするには時間と労

（2）コモンローとシビルローといずれにも偏り
すぎない審理
訴訟が行われる国がコモンロー（判例法）なのか

力を要するから、たいていは仲裁機関が提供する
仲裁規則を、仲裁条項を契約に盛り込む段階で当
事者が選び、それに準じる。

シビルロー（大陸法）なのかにより、審理にも特徴

UNCITRAL仲裁規則は国連の国際商取引委員

が現れる。一概には言えないが、シビルローの国で

会が作成したもので、シビルローとコモンローと

は裁判官が審理の中で事実と証拠を確認し、いかな

双方の枠組みにおいて受け入れられやすい内容に

る心証を形成するかに力点が置かれるのに対し、コ

なっている。ICC規則は、UNCITRAL仲裁規則

モンローの国では、当事者が事実と証拠とを示す過

を基礎に、最新の国際実務を反映しており、実務

程で、いかにして自らが提示するストーリーに説得

上争いが生じやすい分野についてきめ細やかに対

性を持たせるかに力点が置かれる傾向がある。

応している。JCAAが作成したインタラクティブ

この違いが最も鮮明に表れるのが証人尋問手続

仲裁規則は、ICC仲裁規則と平仄を保ちながら、

きだと考えられる。日本のようなシビルローの国

よりシビルローに親和性が強い要素を取り入れて

では、裁判官がそれまでに形成した心証を確認す

いる特徴がある。

るために証人尋問が行われ、あっさりと終ること
も珍しくない。
他方、
アメリカのようなコモンロー

（4）事案に即した仲裁人に審理してもらえる

の国では、弁護士が、証人尋問を通じて自らが描

訴訟では裁判官が判決を下すが、専門的知識が

くストーリーを法廷で展開することが求められて

必要な事案のときも、裁判官が特にその専門分野

おり、最終判断を大きく左右するほど重要な局面

について知見を持ち合わせているわけではない。

が訪れることも珍しくない。訴訟弁護士の腕の最

ましてや、裁判官が腐敗している国も広い世界で

12）ICCの統計によると、2019年に下された586件の仲裁判断のうち、79％が英語で作成され、その他はフランス語、
スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語などで作成されていた。前掲注5), at page 16.
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は珍しくない。しかし、訴訟に服すると、当事者

われている場合や、公序違反に該当する場合に限

は裁判官を選ぶことはできない。

定されている。どの国であれ、それがニューヨー

専門的知識が紛争解決に不可欠なことは少なく

ク条約の加盟国であれば、原則としてこれらの例

ない。たとえ契約違反の紛争でも、それが営業秘

外に当たらない限り執行できる。訴訟と比べて執

密や知的財産に関わるときは、事実関係を理解し

行の可否について予測可能性が大きいといえる。

法的論点を把握するにも専門的知見を要する。こ
れが例えばアメリカでは、法的論点について判断

（6）秘密に争える

する裁判官を選べないだけでなく、事実に関する

訴訟の審理はどこの国でも原則公開される。審

争点について判断するのは、一般市民からなる陪

理の公正性と司法権の行使に対する国民の信頼を

審員という問題もある。

担保するためであるから、いかに機微な営業秘密

また、訴訟に服すると、その国がコモンローで

や知的財産が関わっていても、あくまで例外的要

あれば、日本企業はコモンローによる審理に全面

件を満たさなければ、審理は一般に公開される。

的に服さなければならない。
国際仲裁を使うと、当事者は世界中にいる仲裁
人の中から、それぞれの経歴に照らして、事案に

しかし、大きい紛争ほど、企業として、紛争が
あるということ自体できれば取引先や市場に対し
て伏せておきたいことも珍しくない。

適した仲裁人を選ぶことができる。全くの素人に

国際仲裁を使うと、当事者間でプライベートに

判断されることを積極的に回避できる。仲裁人を

紛争を解決できる。仲裁人は自ら下す仲裁判断が、

当事者が一人ずつ選ぶようにしておけば、相手方

間違ってもニューヨーク条約の例外規定に抵触

がコモンローの国の企業であっても、日本企業は

し、承認・執行されないということがないように

シビルロー出身の仲裁人を選びバランスをとるこ

自らの威信にかけて最善を尽くす。したがって、

ともできる。

非公開であっても、必然的に、手続き及び審理が
中立・公正であることが最も重視される。

（5）安定した執行可能性
訴訟で勝訴判決を得ても、それを執行できる保

（7）準拠法と手続法とは別

証はない。勝訴した国に十分な資産がなければ他

紛争の実体の判断は準拠法に基づき行われる。準

国で判決を執行するわけだが、そのためには当該

拠法について当事者の合意があるときにその合意

国の裁判所で当該判決を承認してもらわねばなら

に従うことは訴訟でも国際仲裁でも同じである。

ない。ところが、たとえば日本の判決は、中国で

準拠法について当事者の合意がない場合、事案に

は承認されず執行できない 。

適した法律が適用される点も、訴訟と国際仲裁と

13）

他方、国際仲裁で下される仲裁判断は、訴訟の

で同じである。ただし、手続法は、訴訟では、係

確定判決と同じ効果を持つが、世界168の国全て

属する管轄地の民事手続法が適用されるが、国際

で執行できることが、ニューヨーク条約により保

仲裁では、仲裁地の仲裁法の適用があるに留まり、

証されている 。例外として仲裁判断を執行でき

当地の民事手続法が適用されるのではない15）。仲

ない場合も、
ニューヨーク条約に定められている。

裁法は細かな手続きまでは規定していない。だか

その例外も、手続きや内容の公平性が著しく損な

らこそ、上述した仲裁規則が活用されている。

14）

13）「中国において、日本の裁判所の判決を承認執行しない旨を定めた最高人民法院の司法解釈が存在し、同趣旨の
裁判例も存在」し、「中国において日本の判決が効力を有しない」。（「最高人民法院の日本の裁判所による債権債務を
内容とする判決を承認執行すべきかに関する回答」1995年6月26日公布、[1995]民他字第17号、1994年11月5日大連中
級人民法院判決、在中国日本国大使館ホームページ「中国の民事訴訟について」（2018年12月1日）参照）。
14）The New York Arbitration Convention, Contracting States, as of May 23, 2021.
15）Born, International Arbitration: Law and Practice (Second Edition) (Nov. 2015), at pages 155-156.
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（8）一審で確定
下級審で下された判決に不服があるときは、上
訴することができ、上訴がなければ判決は確定す

ような事態を想定していないことが多い。そのた
め日本企業が対応に苦慮することは珍しくない。
証拠開示範囲を確定するときは、弁護士が保全

る。他方、仲裁判断はそれが出たときに確定し、

されているデータを一度にレビューする。データ

上訴することはできない16）。ただし、仲裁は訴訟

の量は膨大なので、データレビュー専門のサービ

と異なり、仲裁判断が下されるまでに、上述のよ

スを提供する業者の協力を得て行われる。データ

うに、当事者が仲裁人を介してそれぞれの意向を

の言語が日本語であることが多い日本企業の場合

審理の手続きと内容とに反映させることができ

は、日本語の書類を、自らを代理する外国の弁護

る。仲裁人も、当事者間の公平と結論の妥当性を

士の他、仲裁人及び相手方のために翻訳する必要

最大限に尊重して判断する。当事者が納得する故

があり、コストと時間がかかる。

に、仲裁判断が任意に執行される確率は非常に高
く、90％を超えている17）。

また、当事者のなかにコモンロー出身の者がい
るときは、弁護士依頼人秘匿特権が開示範囲を左
右するため、それが大きな争点になりやすい。特

５．日 本企業が国際仲裁を活用するとき
に直面しやすい課題
事案によるが、
証拠開示手続き及び証人尋問は、

に弁護士依頼人秘匿特権が元来コモンローの地域
で認められてきた権利であり、特に日本では同一
視できる権利が存在しないことから、コモンロー
出身の当事者と日本出身の当事者との国際仲裁で

その法制度と法文化とにおいて日本企業が知識と

は、そもそもどの国の法律に準じて弁護士依頼人

経験との面で劣勢に立たされることがある。

秘匿特権の内容を確定するかという極めて複雑な
問題も争点になる。

（1）証拠開示手続き

ただし、アメリカの訴訟では頻繁に行われるデ

上述のように、国際仲裁で用いられる仲裁規則

ポジションが国際仲裁で取り入れられることは極

は、コモンローとシビルローとの間をとったよう

めて稀であり、その他インテロガトリー、インス

なものが多いが、コモンローの枠組みでも受け入

ペクション等も、国際仲裁で行われることはほぼ

れられやすい内容であるから、日本企業にとり不

ない。そういった意味では、国際仲裁はシビルロー

慣れな手続きも存在する。アメリカの証拠開示手

出身の当事者にも受け入れられやすいといえる。

続きは、コモンローの国の中でも特に広範かつ長
期にわたるが、国際仲裁にも、アメリカのそれと

（2）証人尋問手続き

比べるとより内容と期間が限定されているとはい

国際仲裁がコモンロー出身の者に広く活用され

え、日本の制度と比べると広範になりうる証拠開

ながら発展してきた背景があるため、証人尋問手

示手続きが存在する。

続きを重視するコモンローの特徴が、国際仲裁の

証拠開示手続きに対応するには、社内でリーガ

証人尋問手続きに反映されている。先述したとお

ルホールドと呼ばれる証拠保全要請を早い段階か

り、日本の証人尋問手続きでは、裁判官がそれま

ら行い、
証拠を社内で保全する。海外の企業では、

でに形成した心証を確認することが主たる目的で

常時そのような事態に対応できるように、データ

あることが多く、あっさり終わることが珍しくな

を一度にシステム上保全できる体制があることが

い。証人尋問手続きによって最終判断を大きく左

一般的である。日本企業の書類管理規定は、その

右することは期待されていない。

16）同上, at page 279.
17）同上, citing van den Berg, The New York Convention: Its Intended Effects, Its Interpretation, Salient Problem
Areas , in M. Blessing (ed.), The New York Convention of 1958 25 (ASA Special Series No. 9 1996) (only 5% of the
cases brought before national courts refuse enforcement or recognition of an award).
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対して、コモンローの要素が含まれる証人尋問
手続きでは、争点となっている点について弁護士

したことがあり、証言するための心構えをわきま
えている。

が説得力のあるストーリーを示すことが求められ

必然的に、日本人の証人が国際仲裁の証人尋問

ており、長時間にわたりやすく、かつ、証人尋問

で証言するには、地道な努力が必要になる。証言

が最終判断を左右することも想定の範囲内であ

するときの心構えをわきまえ、それを実践できる

る。反対尋問が誘導尋問で進められることは当た

ようになるまで、模擬誘導尋問で練習を行うこと

り前だが、あまり侮れないのが、カルチャーバリ

が効果的である。誘導尋問では、
「はい」または「い

アである。法廷で繰り広げられる誘導尋問の様子

いえ」という回答しか求められないが、だからと

は、小説、映画、TVのショーを通じてアメリカ

いって相手方弁護士の誘導に完全に乗ると、相手

ンカルチャーに浸透している。一度も法廷で証言

方弁護士は思いどおりにストーリーを展開できて

したことがない人でも、
それがどのようなことか、

しまう。誘導尋問を受けながら、自らの主張を支

アメリカ人なら教わらなくても想像できるという

えるコンテクストを的確に回答するときに提供す

面がある。また、訴訟が多いアメリカでは、優秀

る技術を体得するには、練習あるのみである。

な専門家証人であれば、過去に複数の機会に証言

8
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相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の
活用法 ―いかにホームで戦うか―
東京国際法律事務所

森 幹晴

代表パートナー

弁護士

Mikiharu Mori

東京国際法律事務所

竹内悠介

弁護士

Yusuke Takeuchi

そこで、本稿では、仲裁地をどう定めるかという

Ⅰ．はじめに

点について、事例に基づいて紛争に至った後の展開

日本企業が国際商事契約において仲裁条項を規

を紹介することによって、判断材料を提供するとと

定する際、仲裁地をどう定めるかという点に関し

もに、上記のギャップを埋めるひとつの方策として、

て、その選択の結果として、実際に紛争に至った

クロス仲裁条項（フィンガー・ポインティング条項

場合にどのような顛末となりうるのかについて十

とも呼ばれる）の活用を選択肢のひとつとして念頭

分に把握することのないままに契約を締結してし

に置いておくべきことについて述べたい。
なお、仲裁地（seat）と審問地（venue）とは

まうケースも少なくないように思われる。
1）

また、日本企業へのアンケート結果 によれば、

区別される概念であって、厳密には仲裁地におい

仲裁地の定め方について、現実と希望との間に

て手続が行われる必然性はなく、また、近時の

ギャップがみられる。すなわち、
「定めることが

COVID-19の感染拡大状況を背景に、オンライン

多い仲裁地」の回答として、日本が17％であっ

での手続も始まってはいるが、本稿では、仲裁地

たのに対し、シンガポール（50％）
、英国（11％）、

の定め方についての原則的な考え方について検討

米国（7％）
、
香港（6％）
、
中国（3％）
、
その他（5％）

することとする。

と、日本以外の国・地域が83％を占めた。一方で、
「日本国内での仲裁実施（審理）が望ましいか」

Ⅱ．仲 裁条項における仲裁地の選択肢と
メリット・留意点

という点については、90％の企業が「日本で仲裁
を実施することが望ましい」と述べている。この点、
「
『仲裁条項』の交渉において、契約交渉相手が相手

日本企業が当事者となる国際商事契約におい

国内など外国での仲裁による仲裁条項を強く主張し

て、紛争解決条項として仲裁条項を定める際の仲

た場合には、日本国内での仲裁による仲裁条項を置

裁地の規定の仕方は、
（1）仲裁地を相手方当事者

くよう強く主張しますか」との質問に対して、
「中

の国とする、（2）仲裁地を日本とする、
（3）仲裁

立第三国での仲裁実施を主張する」との回答が53％

地を第三国とする、
（4）クロス仲裁条項という４

を占めており、このことが上記のギャップが生まれ

種類に大別できる。まず、以下にて、それぞれの

たひとつの要因となっているものと考えられる。

一般的なメリット・留意点について紹介する。

1）商事法務研究会主催・国際仲裁制度研究会による「国際仲裁制度研究会提言」資料2「『国際仲裁・国際調停の利
用に関するアンケート調査』結果について」に基づく。
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4. クロス仲裁条項

1. 相手国仲裁
相手国を仲裁地とする仲裁条項が定められてい

（a）メリット

る場合、日本企業は、紛争に至った際、一貫して

クロス仲裁条項は、仲裁申立人の相手方の所在

相手国のアウェーな環境での戦いを続けなければ

地を仲裁地とすることを定める仲裁条項である。

ならないことを覚悟する必要がある。特に仲裁制

クロス仲裁条項は、従来、以下の（b）で述べる

度の整っていない新興国では、仲裁人の選定の困

留意点がデメリットとして強調されて選択されない

難や仲裁判断への相手国裁判所の介入などの問題

ことが多かった。しかし、クロス仲裁条項の下で

に直面することもある。そのようなリスクを正しく

は、相手方が日本企業に対して請求を行う場合（日

認識した上で、
契約締結の判断を行うべきである。

本企業にとっての防御の場面）
、日本での仲裁に
よる必要があるため、特に日本企業側が請求を受

2. 日本での仲裁

ける可能性の高い取引では、日本企業にとって紛

日本を仲裁地とする場合、例えば、手続準拠法

争対応の負担が軽減され、リスク管理の観点から

が日本の仲裁法となる、
（JCAA仲裁の場合）仲

大きなメリットといえよう。したがって、日本で紛

裁機関との事務的な連絡を日本語にて行うことが

争解決手続を行う場面を増やしておくという観点

できる、海外への移動の負担がない、といったメ

からは、クロス仲裁条項がひとつの選択肢となる。
また、そもそも、日本での仲裁による必要があ

リットがあり、日本企業が自己に有利に戦いを進
めることができるであろう。
しかし、日本企業が相手方に対して交渉で優位
にあるようなケースを除いて、日本を仲裁地とす
る仲裁条項に相手方を合意させることは難しい場

るとの定めがあること自体によって、相手方が日
本企業に対して、安易に不合理な請求を行うこと
を抑止する効果も期待できよう。
（b）留意点

合も多いであろう。そこで、このように、交渉力

一方、クロス仲裁条項を採用する際には、以下

が拮抗している場合、後述の第三国仲裁やクロス

の点に留意する必要がある。第1に、単純なクロ

仲裁条項が選択肢となってくる。

ス条項では、相手方からの請求と日本企業からの
請求がそれぞれお互いの所在地に別々に係属して

3. 第三国仲裁

しまうおそれがある。これでは、同一事件につい

第三国仲裁とすることには、相手国の司法制度

ての紛争が２つの手続で進行することとなってし

に不安（特に新興国では、汚職や手続遅延、現地

まい、余計な対応コストの負担、判断の不統一の

語といった問題が日本企業にとっての不安材料と

おそれ等があり、不都合である。そこで、この問

なりうる）がある場合に、そこでの紛争解決を回

題点への対処として、１つの仲裁手続が開始した

避し、信頼できる第三国における仲裁にて紛争解

場合には、別の仲裁手続を開始することができな

決ができるというメリットがある。一方で、第三

い旨を併せて規定しておくべきであろう（当該規

国仲裁を選択した場合、仲裁手続は仲裁地にて2）、

定のサンプルについては、下記（c）参照。）。

相手方が仲裁判断を争ってきた場合の仲裁判断取

第2に、日本企業が請求していく場合には、相

消手続も仲裁地の裁判所にて、仲裁判断の執行手

手国での仲裁による必要が出て来てしまうため、

続は相手国の裁判所にて行うことになるので3）、

日本企業からの請求可能性があるようなケースで

日本企業としては、紛争解決手続全体を通して、

は留意が必要である。上記のとおり、クロス仲裁

日本国外での戦いを強いられることとなり、多大

条項に合意できるようなケース（交渉上の力関係）

な負担となる。

においては、他の選択肢として第三国を仲裁地と

2）正確には、実際に仲裁手続が行われる審問地（venue）は、仲裁地（seat）とは区別され、仲裁地にて証人尋問等
の手続を行う必要は必ずしも無いが、仲裁地にて行われることが通常であろう。
3）仲裁判断の執行は、相手方の財産がある国で行うこととなるが、それは、多くの場合相手国であろう。

10
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することも考えられる。そこで、日本企業が請求
を行う可能性や相手国での仲裁手続に関する懸念

（ii）複数の仲裁が係属してしまうおそれに対処
する規定のサンプル

の有無、日本企業が請求を行う場合に、第三国仲

......Once one of the parties commences arbitral

裁（第三国仲裁合意の場合）と相手国仲裁（クロ

proceedings in one of the above places in

ス仲裁条項の場合）とで、日本企業にとってどの

accordance with the rules of the respective

程度負担が変わってくるかを可能な範囲で予測・

arbitral institution, the other party shall be

検討した上で、仲裁地の定め方を選択すべきであ

exclusively subject to the arbitral proceedings

るといえよう。

and shall not commence any arbitral proceedings

（c）サンプル条項

as well as court proceedings. The time of receipt

以下にて、クロス仲裁条項及び複数の仲裁が係

of the request for arbitration by the arbitral

属してしまうおそれに対処する規定のサンプルを

institution determines when the arbitral

紹介する4）。

proceedings are commenced.

（i）クロス仲裁条項のサンプル

［日本語訳］

All disputes, controversies or differences

……当事者の一方が上記の地のうちの一におい

arising out of or in connection with this contract

てその仲裁機関の規則に従って仲裁手続を開始し

shall be finally settled by arbitration. If arbitral

た場合には、他方の当事者はその仲裁手続に排他

p r o c e e d i n g s a r e c o m m e n c e d b y X（f o r e i g n

的に服し、他の仲裁手続も訴訟手続も開始しては

corporation）, arbitration shall be held pursuant

ならない。その仲裁機関によって仲裁申立てが受

to the Commercial Arbitration Rules of The

領された時をもって、仲裁手続がいつ開始したか

Japan Commercial Arbitration Association and

を決定する。

the place of arbitration shall be（the name of the
city in Japan）; if arbitral proceedings are

Ⅲ．事例の紹介

c o m m e n c e d b y Y（J a p a n e s e c o r p o r a t i o n）,
arbitration shall be held pursuant to（the name of

上記Ⅱで述べた一般的なメリット・留意点を

rules）of（the name of arbitral institution）and

踏まえ、相手国仲裁、第三国仲裁、及びクロス仲

the place of arbitration shall be（the name of the

裁条項を採用した実際の事例をそれぞれ見ていき

city in foreign country）.

たい。

［日本語訳］
この契約に起因又は関連して発生するすべての

1. 相手国仲裁事例

紛争、論争又は意見の相違は、仲裁により最終的

1つ目の事例として、日本企業が米国の原子力

に解決されるものとする。X（外国法人）が仲裁

発電所に納入した蒸気発生器に瑕疵があったとし

手続を開始するときは、一般社団法人日本商事仲

て、日本企業が、米国にて当該原発の所有者から

裁協会の商事仲裁規則に基づき仲裁を行い、仲裁

損害賠償を請求する仲裁申立て及び訴訟提起を受

地は（日本の都市名）とする。Y（日本法人）が

けたという、インフラ関連案件の相手国仲裁事例

仲裁手続を開始するときは、
（仲裁機関の名称）

を紹介する。

の（仲裁規則の名称）に基づき仲裁を行い、仲裁

（a）事案の概要

地は（外国の都市名）とする。

（i）本件契約の締結・履行から事故発生・廃炉まで
日本企業A社は、米国のB社との間で、米国カ
リフォルニア州のX原子力発電所（X原発）向け

4）「今月の仲裁条項」JCAジャーナル66巻7号(2019年)76頁から一部修正の上引用させていただいた。

68巻11号［2021.11］

09-15_相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の活用法_森・竹内先生.indd 11

11

2021/10/29 11:01

の取替用蒸気発生器の供給契約（本件契約）を締

ざるを得ないケースも多いと考えられるが、契約

結し、製造・納入した。ところが、X原発にA社

交渉・締結時において、そのようなリスク（負担

が納入した蒸気発生器で放射性物質が漏えいする

の可能性）について認識しておく必要があろう。

事故が発生した。当該事故発生以降、X原発は運

また、仲裁地の定め方からは離れるが、本件固

転を停止し、その後、B社は、X原発の廃炉を決

有の論点として、本件契約の仲裁条項には、以下

定した。

のとおり、その効力が及ぶ主体の範囲が不明確で
あるという問題点もあった。すなわち、本件契約

（ii）紛争解決手続
ア

B社からの紛争通知の受領と、C社及びD社

の交渉当事者には変遷があり、また、度重なる修

からの訴訟提起

正が試みられたという事情もあって、どのバー

X原発は、B社が78.2％、C社が20％、D社が1.8％

ジョンが本件契約についての最終合意であるかが

の比率で共同所有していたところ、日本企業A社

不明確であり、かつ、納入先であるX原発の少数

は、B社から紛争通知を受領するとともに、C社

持分権者であるC社及びD社が本件契約において

及びD社から本件契約の保証義務違反や不法行為

当事者となっていたか否かも不明確であった。こ

責任等に基づき、カリフォルニア州地裁にて提訴

のような背景により、当初B社からは本件契約に

された（本件訴訟）
。

基づく紛争通知を受領した一方、C社及びD社か

イ

らは訴訟を提起されるという事態に至った。

B社による仲裁申立て

本件は、最終的には、C社及びD社からの請求

2013年10月、B社は、国際商業会議所（ICC）
に仲裁を申し立てた（本件仲裁）
。仲裁場所はサ

についても、B社との間の仲裁において解決され

ンフランシスコであった。

ることとなったが、本来的には、本件契約締結時

ウ

本 件訴訟の停止、並びにC社及びD社の本件

において、本件契約の当事者、ひいては仲裁条項

仲裁への参加

が適用される主体の範囲を明確にしておくこと

A社が本件訴訟の停止を求めていたところ、当

が、無用な訴訟対応を未然に防止し、仲裁におけ

該申立てが認められ、本件訴訟は停止された。併

る紛争の一回的解決を確保するために望ましいこ

せて、裁判所からは、訴訟停止の条件のひとつと

とはいうまでもない。実際に紛争段階となって企

して、C社及びD社がそれぞれ本件仲裁の当事者

業からの相談を受けると、仲裁条項に問題がある

として本件仲裁に全面的に参加すべきとの判断が

ことが少なくない。問題のある仲裁条項は余計な

示された。この判断を踏まえて、C社及びD社は、

手続上の紛争を招くので、仲裁条項の起案時には

B社との共同申立人という立場で本件仲裁に参加

注意したい。

することとなった。
エ

2. 第三国仲裁事例

仲裁判断

2つ目の事例として、日本企業がインド企業を

2017年3月、本件仲裁についての仲裁判断が下

買収した後に、当該インド企業についてFDAの

された。
（b）相手国仲裁の場合の日本企業の負担、及び本

調査に関する重要な情報の隠蔽が発覚したことか

件契約の仲裁条項の主体の範囲が不明確であった

ら、日本企業が、売主である当該インド企業の元

こと

株主に対して、シンガポール仲裁にて損害賠償を

本件では、相手国（米国）にて仲裁が行われ、
日本企業A社は、長期間にわたり、米国での仲裁

請求したという、M&A関連の第三国仲裁事例を
紹介する。

対応を強いられた。この事案のように、相手方が

（a）事案の概要

インフラ案件のオーナーで、日本企業が機器納入

（i）仲裁申立てに至るまでの経緯

者である場合に関しては、相手方が交渉において

日本企業であるE社は、インドの製薬大手F社

優位な立場にあり、相手国仲裁との定めに合意せ

の創業者一族と買収契約を締結し（本件買収契

12

68巻11号［2021.11］

09-15_相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の活用法_森・竹内先生.indd 12

2021/10/29 11:01

相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の活用法―いかにホームで戦うか―

約）、F社の議決権の過半数の株式を取得した。

しの申立てについては仲裁地の裁判所が管轄を有

ところが、その後、米国食品医薬品局（FDA）

する。一方、敗訴当事者が任意に履行しない場合

から、F社の2工場（インド）に対して米国適正

の仲裁判断の執行は、執行の対象となる敗訴当事

製造基準違反の警告状が出され、同工場の米国向

者の財産の所在国（多くの場合は敗訴当事者の所

け製剤の輸入禁止措置が取られる等の問題が発覚

在国）で行われる。仲裁の特徴のひとつである紛争

した。そこで、2012年11月、E社は、F社の元株

の一回的解決の確保のため、仲裁判断の取消事由

主 を 相 手 方 と し て、 本 件 買 収 契 約 に お い て、

や執行拒絶事由は限定されているのが通常である。

FDAによる調査に関する情報を隠蔽したとして、

（ii）インドにおける外国仲裁判断の執行拒絶事

国際商業会議所（ICC）に仲裁を申し立てた（本

由――判例の変遷及びその後の立法による解決
本件では、元株主の財産があるインドにおいて

件仲裁）
。仲裁地はシンガポールであった。
（ii）仲裁判断及び元株主による不服申立て

仲裁判断の執行を行うことになった。この点、イ

2016年4月、本件仲裁の結果、E社は、元株主

ンドではかつて、外国仲裁判断の執行拒絶事由に

に対して、E社へ損害賠償金等合計約562億円を

関して著名な判例の変遷が存在したが、現在は立

支払うよう命じる仲裁判断を得た。

法により解決されている。
すなわち、外国仲裁判断の執行申立てに対する

元株主は、当該仲裁判断について、仲裁判断の
取消しの申立て及び執行手続における執行拒絶事

判断において、執行拒絶事由としての「公の秩序

由の主張で争ったが、いずれにおいても元株主の

（public policy）」5）の解釈を行った判例として、

主張は認められなかった。すなわち、元株主は、

1993年のRenusagar事件判決6）が存在した。同判

シンガポール高等裁判所に仲裁判断の取消しを申

決は、
「公の秩序」に反するとして執行が拒絶さ

し立てたが、2018年12月、当該申立ては退けら

れるのは、当該執行を行うことが、①インド法の

れた。また、E社がインドのデリー高等裁判所に

基本方針（fundamental policy of Indian law）、②

て仲裁判断の執行申立てを行った際、元株主はこ

インドの国益（the interests of India）、③正義又

れを争ったが、2018年1月、同高等裁判所は強制

は倫理（justice or morality）のいずれかに反す

執行を認める判断を下した。

る場合であると述べた。

（b）インドにおける外国仲裁判断の取扱い
（i）仲裁判断に対する不服申立方法
仲裁判断は、
任意に履行されるのが通常であり、

一方、「公の秩序」は仲裁判断の取消事由とも
されているところ、2003年のONGC事件判決7）は、
インド国内仲裁の取消訴訟において、取消事由と

仲裁判断の執行は問題とならないことが多い。し

しての「公の秩序」に関して、上記①から③の場

かし、本件のように、相手方に不利な仲裁判断に

合に加えて、④仲裁判断が明白に違法な（patently

ついて、相手方が不服申立てを行ってくることも

illegal）場合にも、仲裁判断を取り消しうると述

ある。

べた。

仲裁判断に対する不服申立方法としては、仲裁

しかし、2015年にインド仲裁法が改正された際、

判断の取消しの申立てと仲裁判断の執行手続にお

外国仲裁判断の執行における執行拒絶事由のひと

ける執行拒絶事由の主張がある。仲裁判断の取消

つを規定する48条
（2）
（b）
に対する注記
（Explanation）

5）本件は、現行の1996年インド仲裁法（The Arbitration and Conciliation Act, 1996 (26 of 1996)）ではなく、1961
年外国仲裁判断法（Foreign Awards (Recognition and Enforcement) Act, 1961）が適用された事例であり、同法は執
行拒絶事由のひとつとして、7条(1)(b)(ii)において、“the enforcement of the award will be contrary to public policy”
と規定していた。現行の1996年インド仲裁法では48条（“48. Conditions for enforcement of foreign awards.”）に対応
する条文がある。
6）Renusagar Power Co. Ltd. v General Electric Co. [(1994) SCC Supp. (1) 644].
7）Oil and Natural Gas Corporation Ltd. v Saw Pipes Ltd. [(2003) 5 SCC 705].
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が修正され8）、これにより、公の秩序に④明白な

がH社のサーカス団を日本に招聘して興行する権

違法性を含めるというONGC事件判決の判示は、

利を取得し、H社にその対価を支払う一方、H社

外国仲裁判断の執行の場面において明確に排斥さ

はある特定の公演と規模、質ともに同等のサーカ

れることとなった。この改正により、相手方の財

スを構成して興行する義務を負うという内容の興

産がインドにあるような場合に、インド裁判所に

行契約（本件興行契約）を締結した。ところがH

よる解決やインド国内仲裁による解決ではなく、

社は、本件興行契約に基づくサーカス興行におい

インド国外での仲裁を選択することの優位性がよ

て手抜きを行った。
そこで、G社は、本件興行契約締結に際してH

り強まったといえよう。
（c）第三国仲裁の場合、海外転戦を強いられるお

社の代表者Iが費用負担等についてG社を欺罔し
たとして、Iに対して不法行為に基づく損害賠償

それがある
上記のとおり、本件で日本企業E社は、最終的

を求めて、東京地裁に提訴した。

に自己に有利な仲裁判断の執行を勝ち取った一方

しかし、東京地裁は、当該訴訟にも、本件興行

で、シンガポール→インドと海外での長期の転戦

契約とともに締結されていた仲裁契約（本件仲裁

を強いられた。このように、仲裁地を第三国と定

契約）の効力が及ぶとして、Iの本案前の抗弁を

めた場合、相手方が任意に履行しない際の執行に

認め、G社の訴えを却下した。G社は上訴したも

ついては、当該第三国で手続が完結せず、相手方

のの、東京高裁は控訴棄却、最高裁は上告棄却と

の財産所在地（通常は相手国であろう）の裁判所

の判断を下した。

で手続が行われる可能性があることは認識してお

（b）本件仲裁契約はクロス仲裁条項を規定していた

くべきである。執行についての争いを相手方の財

本件仲裁契約はクロス仲裁条項を定めるもので

産所在地で行うことになるのは、第三国仲裁に

あった。その規定内容は、「本件興行契約の条項

限った話ではないが、第三国仲裁の場合、第三国

の解釈又は適用を含む紛争が解決できない場合

→相手方の財産所在地と海外での転戦を強いられ

は、その紛争は、当事者の書面による請求に基づ

ることになる。

き、商事紛争の仲裁に関する国際商業会議所の規
則及び手続に従って仲裁に付される。H社の申し

3. クロス仲裁条項事例9）

立てるすべての仲裁手続は東京で行われ、G社の

3つ目の事例として、エンターテインメント関

申し立てるすべての仲裁手続はニューヨーク市で

連案件でのクロス仲裁条項事例を紹介する。本件

行われる。各当事者は、仲裁に関する自己の費用

は、日本企業が、米国法人からサーカス興行に関

を負担する。ただし、両当事者は仲裁人の報酬と

する権利を取得したところ、かかるサーカス興行

経費は等分に負担する。
」というものであった。

において手抜きがなされたとして、米国法人の代

最高裁は、この合意について、仲裁地を定める合

表者に対して、不法行為に基づく損害賠償を求め
て東京地裁に提訴したものの、相手方からクロス
仲裁条項に基づく妨訴抗弁を主張されたという事

意であると認定した。
（c）本件では、日本企業が相手方に請求していく
上で、クロス仲裁条項の存在が障害となった
本件で、日本企業G社は、本件興行契約に基づ

案である。

くサーカス興行にて手抜きをされたことから、そ

（a）事案の概要
日本企業G社は、米国法人H社との間で、G社

れによる損害についてH社側に請求したいと考え

8）この注記は、(i) 仲裁判断がその形成過程において、詐欺行為や腐敗によって誘導・影響された場合、又は75条若
しくは85条に違反する場合、(ii) 仲裁判断がインド法の基本方針に反する場合、(iii) 仲裁判断が倫理又は正義の最も
基本的な概念に抵触する場合、のいずれかに該当する場合にのみ、仲裁判断はインドの公の秩序に抵触する、と述べ
ている。
9）最判平成9年9月4日民集51巻8号3657頁の事案である。
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相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の活用法―いかにホームで戦うか―

たものの、H社への請求は、本件仲裁契約により、

り、クロス仲裁条項の威力を大きく享受した事例

ニューヨーク市での仲裁にて行わなければなら

であったといえよう。

ず、その負担の大きさに鑑みると日本で手続を行
いたく、やむなくH社自体ではなく代表者Iを東

Ⅳ．仲裁地の定め方のメリット・デメリッ
トのまとめ

京地裁で訴えたものと推察される。しかし、結局、
当該訴えについてもクロス仲裁条項の効力が及ぶ
として、当該訴えは却下されてしまい、日本企業

以上で述べた、交渉力に応じた仲裁地の定めの

G社は、H社のみならずH社の代表者Iに対しても、

選択肢と、それぞれの定め方のメリット・デメリッ

日本での手続による請求を行うことができなかっ

トをまとめると下表のとおりである。

た。クロス仲裁条項には前述のように、日本企業
が請求を受ける立場（防御側）となるときに日本
での仲裁手続にて対応することができ、また、日

Ⅴ．おわりに

本での仲裁手続となることの負担により相手方に

本稿で取り上げた、仲裁条項における仲裁地の

仲裁申立ての抑制効果が期待できるというメリッ

定めは、実際の契約交渉の場面で重視されること

トがある。もっとも、本件は、クロス仲裁条項の

はそれほど多くないように思われる。しかし、本

デメリット、すなわち、日本企業から請求を行っ

稿で紹介した事例からも分かるように、万が一紛

ていく場面では相手国における手続となることが

争に至った場合に、数年がかりの海外での戦いを

顕在化した事例といえる。

強いられることになるか、日本にてホームでの戦

逆に、米国法人H社からすれば、日本企業が、

いを行うことができるかの大きな分岐点となる。

クロス仲裁条項の存在ゆえ、H社自体への請求を

本稿が、ホームで戦えるように仲裁地を定めてお

行わなかった上、H社代表者Iに対して東京地裁

くことの重要性に鑑みて、ひとつの選択肢として

で訴えを起こしてきたものの、クロス仲裁条項に

クロス仲裁条項の活用を考えていただくきっかけ

より、これにも応訴せずに済んだという事例であ

となれば幸いである。

（表１）仲裁地の定め方のメリット・デメリット
交渉力
相手方が優位
（交渉の余地なし）

仲裁地の

メリット・デメリット

定め
相手国

（デメリット）一貫して相手国での戦いを強いられる。
（メリット）相手国の司法制度等に不安がある場合に、これを回避

第三国

できる。
（デメリット）仲裁手続及びその後の不服申立手続を通して、日本
国外での戦いを強いられる。

対等または交渉の
余地あり

（メリット）日本企業が請求を受ける場合、日本での仲裁で対応でき、
クロス

日本を仲裁地と定めた場合と同様のメリットを享受できる。

仲裁条項 （デメリット）日本企業が請求する側となる場合には、相手国仲裁
による必要がある。
（メリット）手続準拠法が日本の仲裁法となる、
（JCAA仲裁の場合）
日本企業が優位

日本

仲裁機関との事務連絡を日本語で行うことができる、移動の負担を
軽減できる等のメリットがある。

68巻11号［2021.11］

09-15_相手国仲裁・第三国仲裁事案を踏まえたクロス仲裁条項の活用法_森・竹内先生.indd 15

15

2021/10/29 11:01

EU競争法によるカルテル規制の概要と和解手続の実務
について
東大手法律事務所

鮎澤多俊

弁護士

Tashun Aizawa

かつ、域内市場の競争の機能を妨害し、制限し、

Ⅰ．はじめに

若しくは歪曲する目的を有し、又はかかる結

EUでは、EU競争法に基づくカルテル規制によ

果をもたらす事業者間の全ての協定、事業者

るカルテルの摘発が盛んである。EUでは、制裁

団体の全ての決定及び全ての共同行為であっ

金の設定に関するガイドラインが改定された

て、特に次の各号の一に該当する事項を内容

2006年以降、カルテルの摘発件数及びそれに対

とするものは、域内市場と両立しないものと

する制裁金の額が急増している。

し、禁止する。

その中で、2008年にカルテル事案に関する和

a

解手続が導入されたことにより、和解による処理
も定着しつつある。

直接又は間接に、購入価格若しくは販売価
格又はその他の取引条件を決定すること

b 生産、販売、技術開発又は投資を制限し又

本稿では、EU競争法に基づくカルテル事案に

は統制すること

関する和解手続がどのように行われるのか、EU

c 市場又は供給源を割り当てること

競争法によるカルテル規制の概要と和解手続の実

d 取引の相手方に対し、同等の取引について

務について、東大手法律事務所による上記和解手

異なる条件を付し、当該相手方を競争上不

続への関与の実体験も踏まえた若干のコメントも

利な立場に置くこと

加えつつ、解説する。

e

契約の性質上又は商慣習上、契約の対象と
は関連のない追加的な義務を相手方が受諾

Ⅱ．EU競争法によるカルテル規制の概要
1. EU機能条約第101条

することを契約締結の条件とすること
条文に書かれているとおり、EU機能条約第

EUの競争法としては、カルテルについての規

101条は、事業者間の協定、事業者団体の決定及

制は、欧州連合の機能に関する条約（Treaty on

び協調的行為であって、加盟国間の取引に影響を

the Functioning of European Union）第101条に

与えるおそれがあり、かつ、域内市場の競争の機

おいて規定されている。

能を妨害・制限・歪曲する目的を有し、又はこの

同条1項は、次のように規定している。

ような結果をもたらすものを禁止している。
また、この条文は、価格カルテルのみに関する

EU機能条約第101条

規定ではなく、競争事業者間の協定（水平的協定）

加盟国間の取引に影響を与えるおそれがあり、

のみならず、メーカーと販売業者間の協定（垂直

16
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的協定）にも適用される。

なことがないよう、関係書類等については凍結、
つまり改ざんや破棄が行われないよう迅速に社内

2. 執行機関
EU競 争 法 の 執 行 機 関 は、 欧 州 委 員 会（the

指示を出し、その扱いについて管理を徹底するこ
とが重要である。特に、カルテル事案については、

European Commission）である。実務担当部局とし

リーニエンシー制度により、事件発覚の早期の段

て「競争総局」
（Directorate-General for Competition）

階で、既に欧州委員会は相当な証拠関係に基づき、

（DG Competition, DG COMPと略称されることもあ
る）が置かれている。
欧州委員会は、加盟国の政府間の合意に基づい

事実関係を把握している可能性があることを意識
しておくべきである。
（b）履行強制金

て任命された委員で構成されており、その中から

欧州委員会は、禁止決定等を受けた事業者又は

委員長が選任される。各委員は1つ又は複数の政

事業者団体が当該決定に従わない場合、1日当た

策部門の担当責任者となり、競争政策は、競争担

り、直前の事業年度における1日の売上高の平均

当委員が担当している。

の5%を超えない範囲の履行強制金を課すことが

欧州委員会は、競争法に関する規則等の立案及
び理事会が授権した範囲内での制定を行うととも
に、EU機能条約第101条及び第102条違反を調査

できる（同規則第24条1項）。
（c）確約手続（行為の性質上、制裁金を課すべき
事案は除く）

し、違反行為に対する排除措置及び制裁金賦課に

欧州委員会は、関係事業者が、欧州委員会の予

関する決定を行うほか、企業結合の規制等を行う

備的な評価又は異議告知書において表明した懸念

権限を有する。

に合致する確約を申し出る場合、決定により、そ

理事会とは、閣僚理事会というもので、各加盟
国の代表者（閣僚レベル）で構成され、欧州委員

れらの確約の履行を義務付けることができる（同
規則第9条）。

会の提案に基づいて、規則（regulation）
、指令

関係事業者としては、確約決定に従うというこ

（directive）
、決定（decision）等を定める権能を

とは、違反行為があったことを認めるということ

有している。

ではない。確約決定は、EU競争法違反があった
かどうかについての欧州委員会の判断を示すもの

3. 違反に対する措置
EU機能条約第101条1項違反に対しては、次の
ような措置がある。
（a）排除命令及び制裁金

ではない。また、関係事業者が確約に反する行為
を行った場合、決定の基礎となった事実について
実質的な変更があった場合又は決定が不完全、不
正確もしくは誤認を招く情報に基づいて行われた

欧州委員会は、EU機能条約第101条1項違反に

場合は、欧州委員会はいつでも審査手続を再開す

対し、決定をもって、違反行為の排除を命ずるこ

ることができる。さらに、関係事業者が確約を遵

とができる（理事会規則1/2003号第7条1項）。

守しない場合には、欧州委員会は、当該事業者の

また、決定の名宛人の直前の事業年度における
総売上高の10%までの制裁金を課すことができる
（同規則第23条2項）
。
さらに、欧州委員会は、欧州委員会による情報

直前の事業年度の総売上高の10%までの額の制裁
金を課すことができるほか、確約を履行するまで、
履行強制金を課すことも可能である。
（d）和解手続（カルテル事案を対象とする）

提供要求や調査に対して不正確又は誤認を招く情

欧州委員会は、決定の採択に至る手続を簡略化

報提供等を行った者に対しては、直前の事業年度

及び迅速化させることを目的として、2008年6月

の総売上高の1%以下の制裁金を課すことができ

30日、カルテル事案に関する和解手続を導入し

る（同規則第23条1項）
。欧州委員会による情報

た。この点は、後に詳述する。

提供要求や調査に対しては、証拠隠滅を図るよう
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4. 法執行手続

定する。

競争法違反事件処理手続を定める基本的法令
は、 理 事 会 規 則1/2003号 及 び 欧 州 委 員 会 規 則
773/2004号である。
（a）正式決定に至る手続の流れ
EU機能条約第101条及び第102条違反事件の審
査に関する手続の流れは、大要以下のように分け

ハードコア・カルテルの場合の基本額
直近関連売上高×30%×継続年数
+
直近関連売上高×15〜25%（エントリーフィー）
上記の30%という算定率は、違反行為の重大性

られる。
・端緒（リーニエンシー申請、申告、職権探知等）

（違反行為類型、違反行為者の市場シェアの合計

・調査（情報提供要求、立入検査等）

値、違反行為の地理的範囲、実施行為の有無等）

・措置手続（関係人への異議告知書の送付、関係

が考慮された上で決定される。そこで、ハードコ

人からの異議告知書への回答、聴聞の実施、制

ア・カルテルは、違反行為の性質からして最も悪

限的慣行・支配的地位に関する諮問委員会（各

質かつ重大な競争制限行為であるから、通常、上

加盟国の競争当局の代表者から構成される）へ

限の30%となる旨がガイドラインには記載されて

の協議等）

いる。しかし、実際の欧州委員会の法執行では、

・決定（違反行為の排除、制裁金の賦課等）

ハードコア・カルテルについても、15〜18%の間
で算定率が決定されるのが一般的となっている。

（b）制裁金の算定方法
制裁金の額は、次のように決定される。

エントリーフィーは、一度きりの談合のように、

EU機能条約第101条及び第102条違反に対する

違反行為の重大性を違反行為期間では捉えきれな

制裁金の額は、直前の事業年度の総売上高の10%

い場合において、適切な抑止力を維持するために

までが上限と定められており、欧州委員会は、そ

設けられたものである。直近関連売上高の15%〜

の範囲内において制裁金の額を設定する裁量を有

25%とされているが、具体的な率は、前記の30%

している。

の算定率を決定する際に考慮された違反行為の重

欧州委員会は、
「制裁金の設定に関するガイドラ

大性を反映させることになる。この率は、各違反

イン」
（2006年改訂）を策定・公表しており、同ガ

行為者ごとに決定されるのではなく、特定の事件

イドラインに基づいて制裁金額を決定している。

における各違反行為者に対しては、同じ水準が適

その具体的な内容は以下のとおりである。
まず、当該ガイドラインは、次の2つのパート

用されるのが典型と考えられている。
（ⅱ）基本額の調整（加減算）
基本額の調整においては、下記の表のように、

から構成されている。
［1］基本額の算定

違反行為態様に応じた加減算調整とともに、制裁

［2］基本額の調整（加減算）

金額が事業者の総売上額の10%という法定上限を
超えないかなどの最終調整が行われる。

（ⅰ）基本額の算定
基本額は、違反行為が行われた取引市場におけ
る当該事業者の直近事業年度の売上高（直近関連
売上高）の30%を上限とする金額（ハードコア・
カルテルの場合には通常30%を適用）を決定し、
これに、
違反行為の継続年数を乗じて算定される。
さらに、ハードコア・カルテル（価格カルテル、
市場分割カルテル、生産数量カルテル等）の場合
には、これに直近関連売上高の15%〜25%（
「entry
fee」と呼ばれる部分）を上乗せして基本額を算

18

加算事由

次の場合には、行為態様に応じて基本額
に加算することができる。
・類似の違反行為を反復・継続していた
場合（違反歴１件ごとに最大100％を加
算）
・欧州委員会の事件調査を妨害したり、
協力拒否した場合
・違反行為への参加を強制したり、離脱
を妨害した場合
・カルテル破りをした者への報復措置な
どが行われた場合
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減算事由

次の場合には、行為態様に応じて基本額
に減算することができる。
・事業者の単独行為について、欧州委員
会の調査開始後すみやかに違反行為を
中止した場合
・違反行為が過失により起こったことを
立証できる場合
・違反行為に協力せざるを得なかったが、
カルテル合意を実施しなかったなど、
実質的にみて限定的な関与に留まって
いる場合
・リーニエンシー制度外の効果的な協力
があった場合
・被害者への損害賠償が行われている場合
・自然人実行行為者に制裁が科されてい
る場合
・弁 護 士 の 法 的 ア ド バ イ ス に 基 づ い て
行っていた場合
抑止力の維持 違反行為者の総売上額に比べて違反対象
商品の売上額が小さすぎるなどの場合に
は、十分な抑止効果を持たせるため、増
額することができる。（ただし、和解が達
成された場合、その増額は2倍を超えない
ものとされている）
不当利得
違反行為による経済的利得が算定できる
場合には、この額を超える水準まで増額
することができる。
法定上限
制裁金額が事業者の総売上額の10%を超
える場合には、10%にまで減額される。
（こ
の場合の和解による10%の減額は、総売
上額の10%にまで減額された後の金額に
対して適用される）
支払能力不足 事業者が存続不可能な程度にまで資産価
値を失わせることになると客観的に立証
できる場合には、減額することができる。

及び迅速化させることを目的として、2008年6月
30日、カルテル事案に関する和解手続を導入した。
和解手続を利用するには、関係当事者が違法行為
への関与及び法的責任を認めることが必要である。
制裁金の額については、一律に10%減額される
こととなる。
関係当事者が希望すれば、必ず和解手続を利用
できるわけではなく、欧州委員会は、和解手続が
適している事案か否かを判断するにあたり広範な
裁量を有しているほか、和解協議を開始した後、
いつでもこれを打ち切ることができる。実際に途
中で打ち切られた事例として、2013年4月には、
スマートカードのチップに関するカルテル事案に
ついて、一旦開始した和解協議について進展しな
かったため、通常手続に戻し、行政処分として異
議告知書を送付したとの公表がなされている。
複数の関係当事者がいる場合の和解には、基本
的には関係当事者全員の同意が必要になるもの
の、一部の関係人を除外した形での和解も可能で
ある。その場合は、除外された関係人については
通常の手続が進められることになり、そのように
和解手続と通常手続が並行する手続は「ハイブ
リッド手続」と呼ばれている。
和解手続で簡略化される点としては、例えば、
和解手続には、正式な証拠の閲覧手続は設けられ
ていない。もっとも、実務上は欧州委員会から一

（c）リーニエンシー制度

定の証拠開示がなされている。

EU機能条約101条1項違反のうち水平カルテル

リーニエンシー制度を利用した場合であって

については、
「カルテル事案における制裁金の免

も、和解手続とリーニエンシー制度は別の手続で

除又は軽減に関する告示（1996年導入、2002年

あるため、併用して減額を受けることもできる。

及び2006年改正）
」に基づいて、リーニエンシー

ただし、和解協議に入るための最終期限が満了し

制度が設けられている。

た後にリーニエンシー制度を利用することはでき

違反行為の自主申告により制裁金が免除・減額
される制度であり、一定の要件を満たす場合に、

ない。実際に両方の制度を利用して減額を受けた
事例も多くあるようである。

制裁金の全額免除、30〜50%の減額、20〜30%の
減額、または20%までの減額が認められる。

2. 和解手続の流れ等
（a）流れ図

Ⅲ．和解手続について
1. 和解手続の概要

和解手続の基本的な流れについて、欧州委員会
側、事業者側、双方、で必要な手続を時系列で並
べたものが、図1（和解手続の流れ）である。

欧州委員会は、決定の採択に至る手続を簡略化
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和解手続の流れ（図1）
（欧）
：欧州委員会

（事）

（双）

処分︵最終決定︶

（欧）

処分前手続の簡略化

（事）

処分案の確認・回答

（欧）

提案された和解の内容
を反映した処分案
︵異議告知書︶の送付

（双）

和解の提案

和解を提案する期限の
告知

（双）

共通の理解の形成

（事）

︵被疑事実・制裁金の見込み等︶

（欧）

協議

事業者への協議開始の
意思確認

（欧）

回答

和解手続に適する事案
であるか判断

調査開始
（欧）

（事）
：事業者 （双）
：双方

（欧）

「EUの和解手続・確約手続について」内閣府資料より（一部修正）
https://www8.cao.go.jp/chosei/dokkin/kaisaijokyo/mtng_12th/mtng_12-1.pdf

（b）和解手続の適否についての裁量
欧州委員会は、和解手続が適している事案か否
かを判断するにあたり広範な裁量を有しているが、
適否の判断には、欧州委員会及び関係当事者が、
異議の範囲及び手続的効率性を達成する見込みに
ついて同一の結論に達する可能性が考慮される。
カルテルの調査の段階で、事業者側から和解の
可能性について関心を表明することは可能である。
和解協議開始後、関係当事者側から和解を中止
させることはできるのかについては、当事者は和
解の要請を一方的に取り消すことはできないとさ
れている。もっとも、和解協議に入っても和解申
請を出さないこともできる。
欧州委員会が和解を強制するということはない
ため、関係当事者は、和解協議に入ることや最終
的に和解することの義務を負うわけではない。ま
た、欧州委員会は、関係当事者の明確な申請があ
る場合にのみ和解手続を適用することができると
されている。和解手続が適用されない場合には、
通常の手続が適用される。
（c）和解協議の形式
和解協議は、カルテルに関わった事業者全てを
交えて行われるのではなく、欧州委員会競争当局
と和解候補者との間の二者間会合により行われる。
関係当事者は、欧州委員会へ出向くことも可能
であるし、適宜e-mailによるやり取りや電話会議
による会議開催も可能である。東大手法律事務所
で関与した事案における実体験に基づくイメージ
としては、Eメールによるやり取りを重ねつつ、

20

節目ごとに電話会議が開催されるのが通常の運用
のようである。
二者間協議であると、同じ事件に関わった他の
当事者がどのような協議をしているかなどが気に
なるところではあるが、他の当事者と接触、協議
することは許されない。欧州委員会との協議やア
クセスした資料の内容は、如何なる第三者にも開
示することは許されておらず、それに違反すると、
制裁金の加算事由となる。
（d）期間
和解手続の場合に、調査開始から処分（最終決
定）までにどれくらいの期間を要するかについて
は、調査開始から処分（最終決定）までに平均
43.0カ月、処分案（異議告知書）の送付から処分
までが平均3.1カ月、とのデータがある（公正取
引委員会資料「諸外国における調査協力を促す仕
組み等について」）。和解手続ではなく、通常の手
続の場合のカルテル事件では、処分案（異議告知
書）の送付から処分までの期間は平均20.2カ月（前
記公正取引委員会資料）とのデータからすると、
処分（最終決定）前手続の簡略化による効果で、
期間が大幅に短縮されていると言える。
和解ではない通常の手続の場合、その部分に、
事件記録の開示及び意見聴取（聴聞）の手続がある。
（e）開示される情報
和解手続内では、規則上は、次のような情報が
開示されることとなっている。
・委員会が当事者に対して提起することを想定し
ている異議
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・想定されている異議を決定するために使用され
る証拠

（b）事業者にとってのメリット
事業者にとっても、手続の迅速化によってリ

・当事者がカルテルの一定期間又は他の特定の側

ソースの節約となる。また、手続が迅速化される

面に関する自己の立場を確定することを可能に

ことにより、事業者はより迅速に違反行為から決

する目的で当事者による要請が正当化される限

別することができ、その結果、その事業者は評判

りにおいて、当該時点で事件ファイルに含まれ

の低下を最小限にすることができる。

ている特定のアクセス可能な文書の非公開でな
いバージョン
・潜在的な制裁金の範囲

そして、これは和解手続の最も重要な意義と
言ってよいと思うが、事業者は、和解手続中の数々
の会議やコンタクトを通し、違法行為の範囲や制

東大手法律事務所弁護士が依頼会社担当者と共

裁金のレベル等について、欧州委員会の考えを知

に欧州委員会へ出向いた際、上記資料を電子デー

ることができるだけでなく、自社の見解を述べる

タにて開示を受け、その後、CDにて交付を受けた。

機会を得ることができる。例えば、制裁金の基本
額を計算する際に使用される売上高の割合につい

3. 和解手続のメリット

て、交渉の余地がある場合がある。このように述

事業者にとっての和解の効果としては、制裁金

べると、制裁金の額を少しでも減額してもらうた

の10%減額があるが、他にも欧州委員会及び事業

めに、とにかく「交渉」が重要であるように思わ

者双方にとって、それぞれメリットがあると言わ

れるかもしれない。しかし、実はその点について

れている。

は、欧州委員会は適正な制裁金の問題について「交

（a）欧州委員会にとってのメリット
和解手続導入以前のEUでは、リーニエンシー

渉しない」としている。特に、制裁金の算定につ
いて、委員会は広範な裁量の余地を有している。

制度の導入が功を奏したこともあり、カルテル事

もっとも、事業者が最終的な和解申請書を提出す

件の処理件数が急増し、欧州委員会による最終決

るためには、和解協議の間になされた進展により

定に至るまでの期間が長期化していた。さらに、

潜在的な異議の範囲、及び、委員会により課され

カルテル事件数の増加に伴って、欧州委員会の決

ることが想定される制裁金の程度についての見積

定の取消しを求める訴訟の件数も増加していた。

りに関する、共通の理解に至ることが必要である

和解手続の導入により欧州委員会側で期待でき

とされている。そうであれば、「共通の理解」に

る効果としては、和解手続では、事業者が違反行

達するには何らかの交渉は不可欠であると考えら

為に係る責任を認め、合意ベースで手続が進むた

れる。

め、決定に対して、事業者から欧州の裁判所への

東大手法律事務所の関与した事件でも、Eメー

訴訟提起により争われる危険を減らすことができ

ル交信及び直接欧州委員会へ出向いた際の話し合

ることが挙げられる。

いにより、相当程度の共通の理解が得られたとい

和解手続の場合の最終決定に対しても、裁判所

うのがいつわらざる実感である。

に取消訴訟を提起することは可能であり、和解決

また、この協議の場では、欧州委員会の職員に

定により裁判所への提訴を放棄させることはでき

日本語に堪能な方が同席され、コミュニケーショ

ない。それでも、事件1件あたりの手続の効率化

ン上の困難もほとんど無かった。

と、訴訟リスクの軽減により、迅速かつ効率的な

和解手続の事業者側のメリットは、他にも、間

カルテル事件の処理が可能となり、欧州委員会の

接的な結果ではあるが、カルテルにより損害を

リソースの節約となる。その結果、欧州委員会の

被った者からの損害賠償請求訴訟等のリスクの軽

リソースが他の事件に振り向けられ、カルテルの

減につながると言われている。その理由は、和解

摘発率が上がり、EU競争法の遵守確保の効率性

手続では、欧州委員会の出す決定文の記載が簡略

が全般的に向上すると期待されている。

化され、そのページ数が減少し、そのため、決定
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文から得られる情報量の減少により、損害賠償請

最近では、ほとんどの審査が和解制度により処

求訴訟を起こすために入手しようとする情報も、

理されているようである。公正取引委員会ホーム

減少することになるためである。

ページに紹介されているものでは、欧州委員会が
和解手続によりカルテル事件の処理を行った事例

4. 最近の事例

として、自動車海上輸送、スパークプラグ及びブ

和解による処理も定着しつつあると冒頭で述べ

レーキシステムそれぞれに係るカルテルを行って

たが、実際にどれくらいの件数があるのかを見て

いた事業者に対して、欧州委員会が総額5億4600

みると、少し古いデータでは、2010年5月に初の

万ユーロの制裁金を賦課した事件がある（2017

和解手続適用事件が処理され、2010年から2014

年2月21日欧州委員会公表）
。3件とも和解により

年9月までの間に決定が採択されたカルテル事件

処理された事件であり、欧州委員会の公表による

25件のうち、14件が和解手続により処理されて

と、この3件についての各決定が、和解手続導入

いる（内閣府大臣官房独占禁止法審査手続検討室

以来26、27、28番目の和解決定とのことである。1）

調べ）
。

1）本稿執筆にあたっては、庄司克宏「EU競争法における和解（settlement）手続の導入と課題」法学研究82巻1号
慶應義塾大学法学研究会（2009年）、経済産業省「各国競争法の執行状況とコンプライアンス体制に関する報告書
－国際的な競争法執行強化を踏まえた企業・事業者団体のカルテルに係る対応策－」（2015年4月24日）、公正取引委
員会ホームページ（https://www.jftc.go.jp/）、欧州委員会ウェブサイト（https://ec.europa.eu/competition-policy/
index_en）を参考にした。
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中国商事紛争解決の理論と実務（20）

外資系の中国企業間の第三国での仲裁合意につき、渉外的要素がないとして無効と判断した
最高人民法院の裁定の事例1）

弁護士法人御堂筋法律事務所

茂野祥子

弁護士

現代アジア法研究会員

Masako Shigeno

Ⅰ．はじめに
中国の法令では、
「渉外的要素」があれば、中

Ⅱ．当事者、裁判所等
上訴人（原審被告）：展訊通信（上海）有限公司

国国外の仲裁機関により紛争解決することができ

被上訴人（原審原告）：虹軟科技股份有限公司

る旨が規定されているが、逆に言えば、
「渉外的

原裁定裁判所：浙江省杭州市中級人民法院

要素」のない紛争については、たとえ当事者間で

上訴裁判所：最高人民法院

仲裁合意をしても、国外の仲裁機関で解決できな

裁定日：2021年4月23日

い。そして、
中国国内企業同士の紛争については、
たとえ外資系中国企業であっても、
「渉外的要素」
がないと判断されやすい傾向にある。

Ⅲ．紛争の概要

本件は、外資系中国企業のライセンサーが、外

ライセンサーである虹軟科技有限公司（以下「Ｘ

資系中国企業のライセンシーに対し、ライセンス

社」という）は、浙江省で設立された、中国企業

契約に基づき、ソフトウェアの改変の禁止や未払

と外国企業の中外合弁企業であり、上場会社で、

いのライセンス料の支払等を求め、人民法院に訴

股份有限責任公司（株式会社）である。

えを提起したところ、ライセンシー側が、ライセ

ライセンシーである展訊通信（上海）有限公司

ンス契約においてシンガポールでの仲裁合意がな

（以下「Ｙ社」という）は、中国（上海）自由貿

されているとして、訴えの却下を求めた事案であ

易試験区で設立された、台湾・香港・マカオの企

る。ライセンサーが中国企業と外国企業の合弁会

業と中国（メインランド）の企業による合弁会社

社であり、ライセンシーが中国の自由貿易試験区

であり、有限責任公司である。

で設立された、中国企業と台湾・香港・マカオの

Ｘ社とＹ社は、2017年9月に、ソフトウェア使

企業の合弁会社であり、また、ライセンス契約も、

用許諾契約（以下「本件契約」という）を締結し、

英文で作成され、相互の海外グループ会社も関係

ライセンサーであるＸ社は、ライセンシーである

する内容となっていたこと等から、当該ライセン

Ｙ社に対し、ソフトウェアの使用を許諾し、Ｙ社

ス契約に関する紛争について渉外的要素があり、

はＸ社に対し、使用許諾料を支払うことを約定し

シンガポールでの仲裁合意が有効と認められるの

た。本件契約には、紛争が一定期間内に解決に至

かが問題となった（結論は消極）
。

らなかった場合、シンガポールにおけるシンガ

1）最高人民法院民事裁定書（2021）最高法知民轄終90号。出典：中国裁判文書網。
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ポール国際仲裁センターにて、申請時に有効な同

のとおり、Ｙ社の管轄異議の申立てを却下した。

センターの仲裁規則に従い解決されるとの仲裁条
項が規定されていた。

１

その後、2020年7月、Ｘ社は、Ｙ社に対し、ソ
フトウェアの改変の禁止やライセンス料の支払等
を求めて、浙江省杭州市中級人民法院（以下「原
審人民法院」という）に提訴した。
なお、本件紛争では、仲裁合意の有効性に関す

本件契約には仲裁条項の定めがあり、原被告

が海外の仲裁機関によって仲裁を通じて紛争を解
決するとの意思表示が明確に定められている。
ところで、民事訴訟法第271条第1項及び契約
法第128条第1項及び第2項より、渉外的要素を有
する紛争は、国外の仲裁を申し立てることができ

る論点の他に、予備的に、人民法院の土地管轄等

る。

も争われたが、本稿では割愛する。

・民事訴訟法第271条第1項「海外経済貿易、運
送及び海事に関して発生した紛争で、当事者に

Ⅳ．原 審でＹ社が主張した管轄権に関す
る異議申立ての内容
Ｘ社による上記の訴訟提起に対し、Ｙ社は、大
綱、以下の理由により、本件紛争は、シンガポー

よる仲裁合意に達し、中華人民共和国の渉外仲
裁機構又はその他の仲裁機構に仲裁を申し立て
るものについては、当事者は人民法院に対して
訴訟を提起することができない。」
・契約法第128条第1項「当事者は、和解又は調

ル国際仲裁センターにて解決されるべきであり、

解により契約紛争を解決することができる。」、

原審人民法院には管轄権が認められない旨を主張

同第2項「当事者が和解、調解を望まない場合

した。

又は和解、調解が調わない場合は、仲裁合意に

①本件契約には仲裁条項が存在すること。

基づき仲裁機構に対して仲裁を申し立てること

②本件契約の当事者間の仲裁合意は合法かつ有

ができる。渉外契約の当事者は、仲裁合意に基

効であること。すなわち、
（ⅰ）Ｘ社とＹ社は、

づき中国の仲裁機構又はその他の仲裁機構に対

いずれも中外合弁企業であり、Ｙ社は、中国（上

して仲裁を申し立てることができる。当事者が

海）自由貿易試験区で設立されていること、また、

仲裁合意を締結していない場合又は仲裁合意が

本件契約の対象にはＸ社とＹ社のみならず、Ｙ社

無効である場合は、人民法院に対して訴訟を提

と関連・支配関係にある外国企業も含まれること、

起することができる。当事者は、法律上の効力

（ⅱ）本件契約の締結当時、Ｘ社はバミューダ諸

を生じた判決、仲裁判断、調解書を履行しなけ

島にある法人の独資企業であったこと、（ⅲ）本

ればならず、当事者が履行を拒絶した場合は、

件契約の対象となる知的財産権は、Ｙ社の製造す

相手方は、人民法院に執行を請求することがで

る携帯電話が主に外国で販売されていることを踏

きる。」

まえれば、Ｘ社が国外で有している知的財産権で

また、最高人民法院による「中華人民共和国民

あることから、
本件契約は渉外契約に属すること。

事訴訟法の適用に関する解釈」
（以下「民訴適用

また、仮に、本件契約に渉外的要素が認められな

解釈」という）第522条は、渉外民事事件の認定

かったとしても、当事者双方が自由貿易試験区内

に関し、次のとおり規定している。

で設立された中外合弁会社であること等の事実か

・民訴適用解釈第522条「次の各号に掲げる事由

ら、当事者間で外国仲裁を約定する権利があると

のいずれかに該当する場合、人民法院は渉外民

認められるべきであること。

事事件と認定することができる。（1）当事者の
一方又は双方が外国人、無国籍者、外国の企業
もしくは組織であるとき。（2）当事者の一方又

Ⅴ．原裁定の内容

は双方の常居所地が中華人民共和国の領域外に

Ｙ社の上記主張に対し、原審人民法院は、以下

24
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外にあるとき。
（4）民事関係の発生、変更又は

この点、本案は明らかに当該条件を満たさな

消滅の法律事実が中華人民共和国の領域外で発

い。なお、
「最高人民法院による第一審の渉

生したとき。
（5）渉外民事事件と認定すること

外的民事・商事事件の審級管轄標準及び集中

ができるその他の事由」

処理の明確化に関する問題の通知」の関係内

この点、本件では、本件契約の締結主体である

容については、裁判所内部の審判業務の分担

Ｘ社とＹ社は、いずれも中国国内の法人であり、

を調整することのみのため定められたもので

本件契約の目的物であるソフトウェアの著作権の

あり、これにより、外資独資企業が渉外的要

開発も国内であり、著作権はＸ社が所有する。本

素を有すると認定することはできない。

件契約も、中国国内で締結し、履行されるもので

（4） また、当事者の法的地位に関して言えば、

ある。このように、本件契約の両当事者、契約の

本案の紛争に係る両当事者は中国法人であ

目的物、法律関係の発生、変更、消滅に関する法

る。Ｙ社は、本件契約の当事者には、Ｘ社と

的事実に渉外的要素がないことに鑑みれば、本件

Ｙ社のみならず、Ｙ社の海外の関係企業も含

契約は渉外民事関係に属さない。なお、我が国の

まれる旨を主張するが、原審人民法院は、本

法律には、国内の当事者が渉外的要素を有しない

件契約に署名したのはＸ社とＹ社であり、本

紛争につき海外の仲裁機関において仲裁すること

案については、Ｘ社とＹ社が本件契約の権利・

ができるという規定がないため、本件の当事者が

義務を直接的に受けるものである。Ｙ社と関

本件にかかる紛争をシンガポールにあるシンガ

連・支配関係にある海外の関係企業は、本件

ポール国際仲裁センターによって仲裁する旨を約

契約の当事者及び実際の履行者ではなく、本

定することは、法律上の根拠を欠き、本件にかか

件契約により直接的に拘束を受けるものでは

る仲裁条項は無効であり、本件は、普通の国内民

ない。Ｙ社とその関連会社との関係は、せい

事事件として管轄を決定すべきである。

ぜいＹ社側の内部関係なのであって、本件契
約の当事者が国内の主体であるという身分に

２ （1） なお、Ｙ社は、本件契約の当事者は渉
外的要素を有する旨を主張するが、原審人民

影響を与えない。
（5）

その他、Ｙ社は、2018年から2019年に製

法院は、中外合弁企業であれ、外国独資企業

造された携帯電話が主に海外で販売されてお

であれ、いずれも中国国内で登録された企業

り、本件契約は、Ｘ社が海外で保有する知的

法人であり、民訴適用解釈第522条に定める

財産権に関連するものであるから、本件契約

「外国企業又は組織」ではないと考える。

は渉外契約であると考えているが、原審人民

（2） この点、確かに、「最高人民法院による自

法院は、本件契約の主な内容は、Ｘ社が所有

由貿易試験区の建設のための司法上の保障の

するコンピュータ・ソフトウェアの使用をＹ

提供に関する意見」
（法発【2016】34号）第

社に対して許諾し、Ｙ社はこれに対して使用

9条は、
「当事者の双方が自由貿易試験区内で

許諾料を支払うというものであり、そのソフ

登録された外資独資企業である場合の紛争に

トウェアは、Ｘ社によって国内で開発・完成

おいて、当事者が中国国外での仲裁に合意し

され、知的財産権は国内の主体によって保有

た場合、渉外的要素の欠如のみを理由に仲裁

されているのであるから、原被告間の本件契

条項を無効と認定すべきではない。
」と規定

約の目的物は渉外的要素を有していない。

している。

2018年から2019年にかけて製造した本件に

（3） しかしながら、当該規定には、厳格な適用

かかるソフトウェアを使用した携帯電話製品

条件があり、当事者の双方いずれもが自由貿

が主に海外で販売されたというＹ社の主張に

易試験区内で登録され、かつ、外資独資企業

ついては、仮に真実であっても、当該販売行

であるという条件を満足させる必要がある。

為が、両当事者間の基本的な法律関係を変更
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するものではなく、これにより、本件に渉外

用許諾を受けた知的財産権は、Ｘ社の米国関

的要素があると判断するには不十分である。

連会社が開発し、著作権を有している。Ｘ社
も本件契約にて、Ｙ社がこの基準を採用する

３

ことを明記し要求している。

以上の理由により、原審人民法院は、Ｙ社の

管轄権に対する異議を却下した。

（3）本件契約の履行地は全世界であり、渉外的要
素を有している。本件契約中、契約地域は全
世界であると明確に規定している。

Ⅵ．最高人民法院の裁定の内容
１

（4）渉外的要素として認定できるその他の状況が

原審被告（上訴人）であるＹ社は、上記原審

存在する。すなわち、本件契約は、Ｘ社の提

裁定に不服であるとして、最高人民法院に上訴し

供するテンプレートによるライセンス契約

た。上訴審におけるＹ社の主張のうち仲裁に関す

書であり、英語で作成され、署名されるもの

る部分は、大綱以下のとおりである。

である。Ｘ社は本件契約の準拠法を米国法と
規定し、複数の条項で、米国法を参照するこ

（1）契約の主体につき、
渉外的要素が認められる。
本件契約には、ライセンシーであるＹ社及び

とを言及している。また、本件契約の付随契

そのグループ会社が契約締結の主体であり、

約である相互秘密保持契約は、Ｙ社のグルー

Ｙ社のグループ会社には外国企業を含むと

プ会社の香港法人（以下「Ｙ香港法人」とい

明確に規定されている。また、Ｘ社及びＹ社

う）及びＹ社と、Ｘ社のグループ会社の米国

はいずれも中外合弁企業であり、さらにＹ社

法人（以下「Ｘ米国法人」という）の間で締

は自由貿易試験区にて設立されている。本件

結され、評価ライセンス契約は、Ｙ香港法人

は、「シーメンス国際貿易（上海）有限公司

とＸ米国法人の間で締結されている。Ｙ香港

による外国仲裁裁決の承認と執行の申請案

法人とＸ米国法人は、いずれも海外の登録会

件の伺い書に対する最高人民法院による回

社であり、渉外的要素を有している。

答」の状況よりも、明らかに渉外的要素を有
している（筆者注：なお、この主張部分につ

２

いては、裁定書には記述がなく詳細は不明で

下のとおり反論した。

これに対し、上訴審においてＸ社は、大綱以

あるものの、上記事案は、両当事者とも自由

（1）本件契約の当事者は、
渉外的要素を有さない。

貿易試験区に登記された中国法人であり、ま

また、本件契約の付随契約の渉外的要素が、

た、紛争となった貨物供給契約の契約目的物

本件契約の渉外的要素の判断に影響を及ぼ

の貨物の積卸地も自由貿易試験区であり、通

すことはない。本件契約は、Ｘ社とＹ社が独

関手続が必要であった等の事情があり、以

立した民事主体として締結した相対的に独

2）

て、渉外的要素があるとされた事案である 。

立した完全な契約であり、Ｘ社が本件の訴訟

Ｙ社は、本件の契約主体に海外のグループ会

を提起する唯一の根拠なのであって、本件契

社が含まれ、ライセンスの対象も海外の知的

約に基づいて渉外的要素があるかどうかを

財産権である旨を主張しており、これらの点

判断するべきである。この点は、（2019年）

で、上記事案よりも一層、渉外的要素がある

沪民轄終第199号等の司法実践からも明確で

と主張しているのではないかと推測する）。

ある。

（2）本件契約の目的物についても、渉外的要素が

（2）本件契約もまた、渉外的要素を有さない。Ｙ

認められる。すなわち、本件契約に基づき使

社は、本件のソフトウェアの商標の所有者は

2）当該案件の詳細は、高槻史「中国国内企業同士を当事者とする中国内取引に関する外国仲裁裁決の承認・執行が
認められた事例」国際商事法務Vol44,No.8(2016年)1247頁以下ご参照。

26
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Ｘ社米国法人であり、目的物はＸ米国法人に

し、仲裁条項又は仲裁合意が不成立、無効、失効

よって海外で開発されたため、目的物は渉外

又は内容が不明確であり執行することができない

的要素を有していると主張するが、実際に

場合を除く。」と規定している。

は、登録商標ArcSoftの所有者はＸ社であっ

したがって、人民法院は、受理した事件に対し、

て、Ｘ米国法人ではない。本件契約の目的物

他方の当事者が最初の開廷審理の前に仲裁合意を

であるライセンスソフトの開発は国内で完

提出する場合、仲裁合意の有効性を審査する権限

成され、著作権もＸ社が有している。以上よ
り、本件契約に渉外的要素はなく、Ｙ社の上

を有する。
（2）原審の審理手続において、Ｙ社は、管轄権異

訴理由は、事実上又は法律上の根拠がない。

議の申立てにより、答弁書を提出する期間内

原審人民法院は、本件に対する管轄権を行使

に、本件契約に仲裁条項があることを主張し

するのに十分な事実的根拠と法的根拠を有

た。そのため、人民法院が本件の管轄権を有

している。

するかどうかを審査するための前提条件と
して、本件契約の仲裁条項の有効性を審査す

３

上記Ｘ社とＹ社の主張を受けて、最高人民法

院は、以下のとおり裁定を行い、Ｙ社の管轄権異
議の申立てを却下した。
（1）Ｙ社が原審人民法院の管轄権に対し異議を述
べるにあたっての理由のひとつは、本件契約
に仲裁条項があり、人民法院が本件に対する
管轄権を有しないということである。

る必要がある。
本件契約の仲裁条項について、海外の仲裁機関
により仲裁を通じて紛争を解決するという意思表
示は明確であり、かつ、仲裁機関の約定も明確、
具体的である。
しかし、
「中華人民共和国民事訴訟法」第271
条は、「海外経済貿易、運送及び海事に関して発

この点、
「中華人民共和国仲裁法」第26条は、
「当

生した紛争で、当事者による仲裁合意に達し、中

事者が仲裁に付する旨を合意した場合、一方の当

華人民共和国の渉外仲裁機構又はその他の仲裁機

事者が人民法院に訴えを提起する際に仲裁合意が

構に仲裁を申し立てるものについては、当事者は

あることを主張せず、人民法院が事件を受理した

人民法院に対して訴訟を提起することができな

後、他方当事者が最初の開廷審理の前に仲裁合意

い。当事者は、契約に仲裁条項を定めておらず、

を提出したときは、仲裁合意が無効でない限り、

又は事後に書面による仲裁に付する旨の合意に達

人民法院は訴訟を却下しなければならない。但し、

しない場合には、人民法院に対し訴えを提起する

仲裁合意が無効である場合はこの限りではない。

ことができる。」と規定し、「中華人民共和国仲裁

他方当事者が、最初の開廷審理の前に人民法院が

法」第65条は、
「渉外経済貿易、運送及び海事に

当該事件を受理したことに対し、異議を申し立て

おいて発生した紛争の仲裁は、この章の規定を適

ない場合、
仲裁合意は放棄されたものとみなされ、

用する。この章に規定していない場合は、この法

人民法院は審理を継続しなければならない。
」と

律その他の関係規定を適用する。」と規定する。

規定する。

また、原審人民法院の裁定が下された時に施行さ

また、民訴適用解釈第215条は、
「民事訴訟法

れていた「中華人民共和国契約法」第128条第2

第124条第2項の規定に従い、当事者が書面によ

項は、渉外契約の当事者は、仲裁合意に基づき中

る契約に仲裁条項を定め、又は紛争が発生した後

国の仲裁機関又はその他の仲裁機関に仲裁を申し

に書面による仲裁合意に達した場合において、一

立てることができる旨を規定しており、すなわち、

方の当事者が人民法院に訴訟を提供する場合、人

我が国の法律は、国内の当事者が、渉外的要素の

民法院は、仲裁機関に仲裁を申し立てることを原

ない紛争につき、海外にて仲裁を申し立てること

告に告知しなければならず、それでも原告が訴え

を許していない。

を提起する場合、受理しない旨の裁定をする。但

したがって、本件における当事者が、全て国内
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の当事者であり、本件契約における仲裁条項の有

者及び契約内容のいずれについても渉外的要素は

効性を審査する際には、本件契約に渉外的要素が

全く認められなかった。民訴適用解釈で列挙され

あるかどうかも審査する必要がある。

ている渉外的要素のうち、当事者の渉外的要素に

民訴適用解釈第522条の渉外民事事件の認定に

ついては、事実関係の判断が容易な分、裁判でも

関する規定を参照し、審査したところ、本件にお

重視されやすいと思われるが、その裁判では、外

ける当事者は中国の法人であり、本件契約の締結

国資本の有無はほとんど問題とされず、「最高人

及び目的物はすべて中国国内にあり、当事者間の

民法院による自由貿易試験区の建設のための司法

法律関係の発生、変更、消滅に関する法的事実に

上の保障の提供に関する意見」第9条の規定に完

は渉外的要素がない。したがって、本件契約にお

全に合致しない限り、中国国内で設立、登録され

ける仲裁条項は、国内の当事者が渉外的要素を持

た法人であれば国内当事者であるとして、渉外的

たない紛争について合意した領域外の仲裁条項で

要素が認められる可能性は乏しいと思われる。

あり、無効な仲裁条項である。人民法院が本件に
ついて管轄権を有する。

仮に、渉外的要素が十分に認められない状況下
で、国外での仲裁につき合意し、その後に発生し
た紛争に関して、国外の仲裁により有利な結果を
得られたとしても、中国国内での仲裁判断の承認

Ⅶ．まとめ

の段階で認められない可能性がある。他方で、そ

外資系中国企業においては、親会社の意向も

のような可能性を考慮して人民法院に提訴した場

あって、中国国外ないし第三国での仲裁の要望が

合、本件のように被告側から管轄権異議の申立て

根強い。そのため、契約書においては、海外企業

を受ける可能性があるのであって、中国国外の仲

を関与させる等、様々な工夫をして渉外的要素を

裁機関を指定する仲裁条項を規定する場合は、外

取り込むことを検討することもあろうかと思われ

国企業を契約当事者に据えること等を中心に、本

るが、本件の最高人民法院の裁定を見る限り、依

裁定中に引用されている法令や事案を慎重に分析

然として、渉外的要素の概念は広くないように思

する必要があると考える。

われる。すなわち、本件においては、中外合弁企

なお、現在、中国仲裁法の改正案が公表されて

業間で発生した紛争で、かつ当事者の一方は自由

おり、渉外仲裁に関する臨時仲裁制度に関する規

貿易試験区で登録されており、署名者ではなくと

定も盛り込まれる等しており、今後の動向が注目

も国外のグループ会社も関係する契約であり、特

される。

に、契約の内容については、渉外的な要素が多分

以上

に含まれていると考えられるが、裁判では、当事
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海外紛争解決トレンド
（21）

WTOの紛争解決機関の機能不全の危機と今後の見通し

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

赤川 圭

Kei Akagawa

Ⅰ．はじめに

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・ニューヨーク州弁護士

菊地 諒

Ryo Kikuchi

紛争解決機関としての機能不全の現状に触れ、今
後の見通しについて解説する。

WTO（世界貿易機関）の紛争解決機関は現在
機能不全の危機に陥っている。WTOの紛争解決
機関は、GATT（関税及び貿易に関する一般協定）
時代の反省を踏まえ、より国家間の貿易紛争に利

Ⅱ．WTOの紛争解決機関の概要
1. GATTからWTOへの移行

用されるように、米国の主導により設計されたも

GATTの紛争解決システムは、紛争当事国によ

のである。その根幹として、紛争解決機関は二審

る協議（外交による解決）を重視するものであっ

制を採用しており、その上級審にあたる上級委員

た。紛争当事国による協議により解決が見込めな

会（Appellate Body） が、 下 級 審 のDispute

い場合には、締約国がGATTの規定に基づき、申

Settlement Body（以下「DSB」という）の判断

立てを行うことにより締約国団による検討が行わ

に含まれるWTOの協定に関する法的判断を検証、

れることになる。しかし、当時GATTの紛争解決

是正する役割を担う。

システムは十分に活用されていなかった。その大

しかし、DSB及び上級委員会の判断が重ねら

きな原因のひとつであったのが、GATTの締約国

れていくうちに、WTO加盟国より当該判断の内

団による決定及び対抗措置の承認を行うために

容がWTOの協定で定められた紛争解決機関の権

は、締約国団の全会一致による採択を得なければ

限から逸脱したものとなっているなどの批判が噴

ならないことである。すなわち、紛争当事国で不

出した。その結果、米国が上級委員会のメンバー

利な決定が見込まれる国は、当該締約国団の決定

の選任を拒否し、ついに2019年12月11日、上級

の採択に反対することで、締約国団による採択を

委員会のメンバーは1名を残して任期満了によっ

阻止することができる仕組みとなっていた。

て退任した。これにより、上級委員会として判断

かかるGATT下における紛争解決システムの課

を下すために必要なメンバーの定数を下回ったこ

題を踏まえ、WTOにおいて組織された紛争解決

とで、上級委員会は実質的にその機能を失った。

機関は、加盟国のコンセンサスを得ることなく決

なお、2020年12月には、唯一残っていたメンバー

定を行うことができる（加盟国全会一致の反対を

の任期も終了し、現在上級委員会のメンバーは不

受けた場合には採択ができないというネガティ

在の状態である。

ブ・コンセンサス方式を採用している）
。加えて、

本稿では、WTOの紛争解決機関について概説

WTOの紛争解決システムをより実効的なものと

するとともに、上級委員会の欠員に伴うWTOの

し、加盟国から信頼を得られるものに改革するこ
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とを目的として、DSBと上級委員会により組織さ

しかし、複数の事案において、WTOの協定文言

れる二審制、WTOの協定に厳格に則った迅速な

からは必ずしも明確でない点について解釈を示し

紛争解決を目指した規定なども採用されていた。

たり1）、協定文言の不十分な点を独自の解釈に
よって補ったりするなど2）、WTOの協定文言から

2. WTOの紛争解決の仕組み
WTOの加盟国間でWTOの協定に関して紛争が

乖離してしまうような解釈や判断を行うことが散
見された。特に、上級委員会の法的解釈は、その

発生した場合、まず一方当事国が相手国に対して

後の紛争において先例拘束力を持つこととなり、

協議の要請を行う。かかる協議が不奏功となった

上級委員会が事実上の立法を行っていると批判が

場合には、一方当事国の申立てにより、当該紛争

なされた。

に係る専門家3名から構成されるパネルが組織さ

このほかにも、WTOにおける紛争解決の規則

れ、
当該パネルが紛争当事国からの主張を精査し、

を定めたUnderstanding on rules and procedures

判断をする。当該判断は最終報告という体裁で示

governing the settlement of disputes（以下「DSU」

されるが、最終報告が一定の期間内にWTO加盟

という）上は、申立てから遅くとも90日以内に

国の全会一致により否決されない限り、DSBの

判断を行うとされているにもかかわらず、これを

決定として採択される。

大 幅 に 超 過 し て、2018年 の 平 均 で は395.5日3）、

当該決定に不服がある敗訴当事国は、上級委員

2017年の平均では212.2日4） 判断に要しているな

会に対して上訴することができる。ただし、上級

ど、WTOの協定内容を軽視するDSBや上級委員

委員会の審理の対象はDSBのパネルが判断した

会の姿勢が批判された。

法的論点に限定され、事実関係に関して改めて証
拠を精査したり、新たな論点について判断をした
りすることはできない。上級委員会は、加盟国の
全会一致により選任される専門家7名によって構

Ⅲ．上訴機関の機能停止と現状
1. 米国による任命拒否と上級委員会の機能停止

成され、各事件につき、その中から3名のメンバー

上記のような問題点が指摘される中、米国は

がローテーションによりパネルを組織し、審理を

2016年5月に上級委員会のメンバーであったス

行う。

ン・ファ・チャン氏の再任を拒否するという形で、
WTOの紛争解決機関に対して強い批判の意を示

3. 指摘されていた問題点
WTOが組織された当初は、GATT時代に比べ

した5）。上記のとおり、上級委員会のメンバーの
選任は加盟国の全会一致によってなされるため、

紛争解決機関への申立件数が増加したが、DSB

1国でも拒否をした場合には再任ができなくな

及び上級委員会からの判断が重ねられるにつれ、

る。これが始まりとなり、米国はその後の上級委

その問題点が浮き彫りとなった。

員会のメンバーの選任決議でも拒否を続け、その

DSB及び上級委員会は、WTOの協定内容に厳
格に則り、
紛争解決を行うことが期待されていた。

度に、紛争解決システムの改善を求めた。
上級委員会の欠員に危機感を示した他の加盟国

1）例えば、United States – Shrimp –Turtle事件 (WTO Secretariat, United States – Import Prohibition of Certain
Shrimp and Shrimp Products: AB-1998-4, WT/DS58/AB/R, paras. 122, 187-188 (Oct. 12, 1998))、等。
2）例えば、EC –Bananas事件 (WTO Secretariat, European Communities - Regime for the Importation, Sale and
Distribution of Bananas: AB-1997-3, WT/DS27/AB/R)、等。
3）World Trade Organization, APPELLATE BODY ANNUAL REPORT FOR 2018 , 14 (Mar. 28, 2019) and
APPELLATE BODY ANNUAL REPORT FOR 2017, 13 (Jun. 22, 2018).
4）World Trade Organization, APPELLATE BODY ANNUAL REPORT FOR 2017, 13-14 (Jun. 22, 2018) and
APPELLATE BODY ANNUAL REPORT FOR 2016 , 15 (May 16, 2017).
5）Statement by the United States at the Meeting of the WTO Dispute Settlement Body, at 1 (May 23, 2016).
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は、これに対して様々な解決案を提示した。例え

までの暫定的な紛争解決手段として、Multiparty

ば、EU及びその他11の加盟国が行った提案では、

Interim Appeal Arbitration Arrangement（以下

紛争当事国が90日間の紛争処理期間を延長でき

「MPIA」という）を合意した8）。MPIAに参加す

るルールの追加や、定期的な上級委員会とWTO

る国は、MPIAにおける仲裁廷の判断を上級委員

加盟国との間の意見交換の場を設置することなど

会の判断に代わるものとして利用し、当該判断を

が含まれていた6）。ほかにも、当時WTOの紛争解

終局的な判断とすることに合意する必要がある。

決機関の議長であったデイビット・ウォーカー氏

なお、MPIAには、2021年4月時点で、日本を含

が、上記のEUその他加盟国の提案の内容に加え

まない24カ国が加入している。

て、上級委員会のメンバーの選任をより円滑に行

しかし、当然のことながら米国はMPIAに加盟

うための仕組みや、上級委員会の判断が持ってい

しておらず、反対の意を示している。世界経済の

た先例拘束力の制限などを提案した7）。しかし、

中心的な存在である米国が加盟していないMPIA

いずれもDSUの改正を前提とするものであり、

にどれだけ世界の貿易紛争の解決手段として価値

ルールの改正にはこれまた加盟国の全会一致が必

があるかは疑問の残るところであり、上級委員会

要であるため、
米国の反対にあい実現しなかった。

の機能回復に向けた議論が早期に進むことが望ま

米国は、DSUの改正ではなく、DSB及び上級

れる。

委員会に対し、現在のWTO協定の文言に忠実な
運用を求めていたが、米国の満足に足る改善を示
すことができず、ついに2019年12月、上級委員

Ⅳ．今後の見通し

会のメンバーが1名となり、上級委員会の紛争解

米国による上級委員会のメンバーの選任拒否

決機関としての機能を失うこととなった。

は、オバマ政権時代に始まり、トランプ政権にお
いてもその姿勢が維持された。したがって、トラ

2. MPIAによる暫定的な対応

ンプ政権がバイデン政権に変わったからといっ

上級委員会の機能停止により、DSBの決定が下

て、直ちに状況が改善されることは望めない。米

されたとしても、その内容に不満のある当事国が

国としても、改善に向けた議論自体を拒絶してい

上級委員会に上訴をすることにより、自動的に決

るわけではないが、EUや中国の立場とはいまだ

定が確定しない状態を作出できるようになってし

に隔たりが大きい。今後、WTO加盟国における

まった。この事態を重く見たEUが、2020年4月30

議論が進み、DSUの改正等により米国の賛成が

日、中国を含む15カ国のWTO加盟国とともに、

得ることができるのか、またはしばらくはMPIA

あくまでもWTOの上級委員会が機能を回復する

の体制が続くのか、今後の動向が注目される。

6）Communication from the European Union, China, Canada, India, Norway, New Zealand, Switzerland, Australia,
Republic of Korea, Iceland, Singapore and Mexico to the General Council, WTO Doc. WT/GC/W/752 (Nov. 26,
2018).
7）Agenda Item 4 of 2019 General Council meeting submitted to the General Council, WTO Doc. JOB/GC/222 (Oct.
15, 2019).
8）Jana TITIEVSKAIA, International trade dispute settlement: WTO Appellate Body crisis and the multiparty
interim appeal arrangement , European Parliamentary Research Service (April 14, 2021).
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日本の倒産事件における仲裁手続の関与と進展（2）

中央大学法科大学院客員教授・弁護士

阿部信一郎

Shin-Ichiro Abe

始された場合、その裁判手続がどのような影響を
Ⅰ．はじめに

受けるかをまず説明する。日本の破産法のもと、

Ⅱ．日本の倒産法概観

破産手続開始決定があった場合、破産者を当事者

Ⅲ．日 本における倒産手続の開始と仲裁の関

とする訴訟手続は中断する（破産法44条1項）。
破産財団に関する訴えについては、破産管財人に

与形態
Ⅳ．倒 産開始決定前に既に仲裁判断が下され

当事者適格が認められることから（同法80条）
、
破産手続開始後に破産財団に関する訴訟を新たに

た場合
（以上、10月号）
Ⅴ．仲 裁手続係属中に倒産手続が開始された

提起する主体は破産管財人である。この中断した
訴訟の帰趨については大きく2つに分かれる。
第1に、当該訴訟が破産債権に関係しないもの

場合の仲裁手続の取扱い
（本号）
（以下、12月号）

である場合には、破産管財人は、この中断した訴
訟を受継することができる（民事訴訟法127条、

Ⅵ．管財人の権限と仲裁手続との関係

128条、破産法44条2項）。例えば破産者が売掛債

Ⅶ．公序からの制約

権を相手に請求するような場合である。中断した
（以下、1月号）

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

訴訟を受継するとは、新たな訴訟追行者である破
産管財人が訴訟を引継ぐことを意味する。受継に
は裁判所の許可は必要とされていない11）。相手方
からの受継の申立てに対しても、破産管財人は応
じなければならない（民事訴訟法126条、破産法
44条2項参照）
。この訴訟によって勝訴した場合

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
1. 通常の倒産（破産）手続における帰趨

には破産財団が増殖されることとなる。
第2に、当該訴訟が破産債権に関係する場合に
は、破産者の相手方当事者は債権届出を裁判所に
行うことになる（同法111条1項）
。前述したとお

仲裁の問題を検討する前提として、裁判手続が

り破産債権とは破産者に対する破産手続開始前の

当事者間で係属中に、一方当事者に破産手続が開

原因に基づき生じた財産上の請求権である（同法

11）破産法78条２項10号参照、伊藤他・前掲注3)635頁。
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日本の倒産事件における仲裁手続の関与と進展（2）

2条5号）
。債権確定手続については、債権者が届

本拠とする債務者が、ポーランドの裁判所に破産

出た債権の有無・金額・債権の優劣について破産

申立てをしたところ、ロンドンの国際仲裁裁判所

管財人が債権調査を行い、届出された債権を認め

（LCIA）で係属していた仲裁手続は英国法の下で

れば当該債権が確定する（同法115条以下）
。他方

仲裁手続は停止しないとして仲裁判断が下され、

で、破産管財人が当該債権を認めず、又は破産者

これを英国の裁判所もその判断を支持した13）。も

や他の債権者が当該債権に異議を申し立てれば債

う1つの仲裁手続は、スイスのジュネーブでICC

権査定や査定決定についての異議の訴えに移行す

仲裁手続として係属していたところ、当該仲裁廷

る（同法125条以下）
。ただし破産手続開始前に裁

はポーランド倒産法に基づき債務者が破産したこ

判が継続していた場合には、当該訴訟が受継され

とから仲裁適格を喪失したことを理由として仲裁

ることになる（同法117条）
。以下では、この破産

手続の終結を決定し、スイス連邦最高裁判所も同

法における取扱いが、仲裁手続が介入することに

決定を支持した。著名が２つの仲裁機関における

よってどのように変容するのかを検討する。

仲裁手続で意見が分かれた事件である14）。スイス
における仲裁手続の終結が厳しく批判されている

2. 破産開始決定による仲裁契約の失効の有無
そもそも論として、仲裁契約が破産開始決定に

ようである15）。破産手続の開始によって仲裁手続
が直ちに終結するということには違和感が残る。

より失効するのであれば、仲裁手続の対象となっ
た債権が財産上の請求権（破産債権）であること

3. 仲裁手続の中断・受継の有無

を前提に、その後は破産法に基づく債権確定手続

仲裁手続が中断するか否かについては、基本的

にもとづき、その債権の有無、金額、性質が決定

に仲裁廷がKompetenz-kompetenz（competence-

されることとなる。

competence）の原則に基づき、仲裁地の手続準拠

この点、仲裁契約は失効せず、破産管財人も破

法も考慮して判断する。この点、日本の破産法に

産者が締結していた仲裁契約に拘束されるとの説

おいては訴訟手続の中断は規定されているが、仲

が多数説である12）。失効説は、当事者間で締結さ

裁手続の中断は明記されていない（破産法44条1

れた仲裁合意をまったく尊重せず、破産開始決定

項参照）
。多数説は仲裁手続も条文に明記された

が即、仲裁契約の失効という法律効果を惹起する

訴訟に準じて中断するとする16）。国際倒産モデル

結果となり、破産に至るまでの当事者の事情や意

法においても、訴訟は外国倒産手続の承認によっ

思を一刀両断に無視するものであり、それまでに

て中断するとされている一方で仲裁についてはそ

当事者間で行われてきた利害調整を必要以上に排

の旨の記載がないが、仲裁も訴訟と同様であると

除することとなり妥当ではないであろう。

解 さ れ て い る（20条（1）
（a）
、21条（1）
（a）
）
。

こ の 点 に 関 す る 判 例 と し て は、Elektrim v.

また英国においてもHudson事件判決において、法

Vivendi事件が有名である。異なる仲裁機関におい

的手続に仲裁が含まれることが判示されている17）。

て2つの仲裁手続が係属していた、ポーランドを

また伊藤教授は、訴訟の受継に関する破産法127

12）伊藤・前掲注4)632頁、兼子・前掲注4)729頁、山本・前掲注4)484頁。反対説として伊藤他・前掲注3)885頁。
13）In Syska (Elektrim SA) v Vivendi Universal SA and Ors [2009] EWCA Civ 677.
14）The Swiss Supreme Court, 16 October 2012 (case reference 4A_50/2012)。判決はドイツ語であるが英文訳とし
て以下参照。http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2012/12/05/insolvency-and-arbitration-swiss-supremecourt-revisits-its-vivendi-vs-elektrim-decision/
15）手塚裕之「国際仲裁手続と外国倒産手続」三木浩一他『国際仲裁と企業戦略』（2014年）475頁以下。
16）福永有利『新種・特殊契約と倒産法』（1988年）217頁、松下淳一「倒産法制と仲裁（４）」JCAジャーナル41巻
7号（1994年）17頁、濱田芳貴＝富松由希子「国内倒産と海外仲裁の手続的な交差点」NBL1048号（2015年）22頁。
17）In Hudson and others v The Gambling Commission (Re Frankice (Golders Green) Ltd[2010] EWHC 1299 (Ch) (6
May 2010)）．
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条1項の解釈として「破産手続開始当時『訴訟』
が係属する場合」の『訴訟』を『仲裁』に置き換
18）

ると主張していることが注目される21）。
日本の学説において、債権確定手続は裁判所に

えることを認める 。従って本論稿でも、仲裁手

専属するとの説がこれまで有力であった。例えば

続も訴訟手続同様に中断すること及び受継が可能

福永教授は「他の債権者からすれば、総債権を満

であることを前提に論を進める。

足させることができない財産を分配するのである
から、その基準となる債権の存否・内容は国家の

4. 債権確定手続を裁判手続ではなく仲裁手続で

裁判所により実定法に準拠して決定されるべき」

行うことの可否

であると主張されている22）。園尾（元）裁判官も、

破産法のもとで、債権者は、たとえそれが海外

仲裁手続の採用を肯定すると「債権調査の手続に

債権者であるとしても、日本の倒産手続において

おいて、仮に破産管財人ではなく、他の債権者か

債権の届出を怠れば配当を受ける資格を失うとい

ら異議が出された場合、当該債権者に仲裁契約の

う帰結となる。そのような事態を事前に防止して

効力は及ばないから、
（外国）仲裁により債権を確

きちんと配当を受けるためには、日本の管轄裁判

定することは不可能であ」ると主張されている23）。

所に債権届出を行われなければならない。
問題は、

他方、仲裁合意を選択した当事者の意思を尊重

届け出られた債権の確定手続を、裁判所の債権の

して、債権確定を仲裁手続で行うことができる、

確定手続に基づき法に従って厳格に行わなければ

裁判手続に対して代替性があるとする説も有力で

ならないのか、その確定手続を仲裁手続で行うこ

ある。伊藤教授は、民事訴訟法や仲裁法において

とが可能であるのかということである。日本の判

仲裁が訴訟に代わる紛争解決手段として認められ

例としては、会社更生手続で債権の確定を仲裁で

ている以上、法定の確定手続に代えて仲裁を排除

行った例が1件紹介されているが、かなり古く詳

する理由に乏しい、異議者等に著しい負担を課す

細も不明である19）。

ものでない限り仲裁合意の効力を認めるべきであ

この点に関して、最近のBresco事件において、

ると主張される24）。松下教授も、実質的・形式的

英国の最高裁判所は「仲裁を利用することで債権

確定力が認められている点では確認判決と同様で

確定手続が棄損される可能性はない。これは会社

ある仲裁判断（仲裁法45条1項）に基づき当該事

に対して債権を行使するための代替手段にすぎ

項の確定を代替させることを認めてもよいとされ

ず、債権者に新たな権利を付与するのでも、既存

る25）。

20）

の権利を棄損するわけでもない」と判示した 。

思うに、2004年に成立したADR利用促進法で

外国の学説としては、米国の著名なWestbrook教

「ADRが国民にとって裁判と並ぶ魅力的な選択肢に

授が、倒産裁判所は、仲裁手続が、1）
著しく遅延

なるよう、その拡充・活性化を図るべきである」26）

する、2）費用が莫大となる、3）倒産事件にとっ

との政府の方針が明確にされた。その趣旨を尊重

て重要な事項を含んでいる、4）
ニューヨーク条約

するのであれば、債権確定においても裁判と並ぶ

で執行できない、というような事情がなければな

選択肢として可能な範囲で仲裁が認められるべき

るべく事前の仲裁合意を認めるようにすべきであ

である。仲裁合意を選択した当事者の意思を可能

18）伊藤・前掲注4)伊藤論文37頁。
19）小山昇「更生債権を仲裁判断により確定した事例」ジュリスト1001号（1992年）116頁。
20）Bresco Electrical Ltd(in liq) v Michael J Lonsdale(Electrical) Ltd[2020] UKSC 25, at paras 33 and 34.
21）J. Westbrook, International Arbitration and Multinational Insolvency, 29 Penn St. Intl. L. Rev. 635(2010).
22）福永・前掲注16)223頁。
23）園尾隆司「外国債権についての債権届と債権調査」岡伸浩他『破産管財人の債権調査・配当』
（2017年）614頁以下。
24）伊藤・前掲注4)伊藤論文34頁及び37頁以下。
25）松下・前掲注16)17頁。
26）司法制度審議会意見書35頁以下。
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日本の倒産事件における仲裁手続の関与と進展（2）

な限り尊重するべきであり、異議者等に著しい負

破産開始決定がなされ、破産債権に関する仲裁手

担を課すものでない限り、仲裁合意の効力を認め

続をそのまま続行した場合の帰趨が問題となる。

るべきであると考えることが妥当であろう。

破産開始決定により当事者であった破産者はそれ

もっとも実際には、仲裁手続を採用できるとし

までの既存財産（破産財団を形成）についての管

ても、債権者は裁判所に対して債権届出をしなけ

理処分権が剥奪されること、仲裁において当事者

れば配当手続から除外されることを考慮すると、

能力があるのは破産管財人だけであるから、その

裁判所の債権確定手続で確定した方が、早く決着

破産管財人が関与しない場合には仲裁手続は事実

がつき、費用も安く済むと考えられる場合には、

上続行しているといわざるを得ない。このような

あえて仲裁手続を選択する必要がないとの指摘も

場合、仲裁手続を続行して仲裁判断が下されても

ある27）。

無効とする他なく、もちろん執行することもでき
ない31）。

5. 仲裁手続を選択する主体

理論上は、破産管財人が破産開始決定後に仲裁

さらに議論されているのは、債権確定手続を仲

手続を続行しようとする場合、破産管財人は当該

裁で代替可能であるとしても、裁判手続か仲裁手

仲裁地の外国の裁判所において、国際倒産モデル

続かの二者択一の選択を行う主体は誰であるかと

法に規定されているような外国倒産手続の代表者

いう点である。

としての承認や援助の処分を受けて、外国での当

Westbrook教授は、破産裁判所に破産債権を届
けた上で仲裁による破産債権の確定の許可を求め
ることを示唆している28）。この点、日本において
29）

事者適格を確立した後、仲裁の当事者となること
が想定されよう。
実際には、日本国外を仲裁地として、紛争の対

及び管財人が判断

象となっている債権が破産債権に関する場合で

するとの説30） の両説があるが、実務上は大差は

も、日本において債権届出を行わないまま、その

ないであろう。なぜなら裁判所が判断するという

まま仲裁手続が続行されることもあり、筆者もそ

説においても、裁判所はその判断の前提として事

のようなケースに遭遇した経験を持つ。
「国際倒

件の詳細を最も知悉している管財人から意見を聴

産モデル法に関する解釈指針」
（UNCITRAL

取しないことはないであろうし、後者の管財人が

Model Law on Cross-Border Insolvency with

判断するとの説においても、管財人にはその判断

Guide to Enactment and Interpretation）において

を行うためには裁判所に相談してから裁判所に許

も、この点についての同様な懸念が言及されてい

可を申し立てることは容易に予想されるからであ

る32）。国際倒産モデル法20条1項は、外国倒産手

る。

続の承認に伴い、当該倒産手続に関して国内で行

も裁判所が判断するとの説

われている各種手続の停止について言及してい
6. 外国仲裁手続で、日本の管財人不在のまま仲

る。ところが同項に関する上記解釈指針は、倒産

裁判断が下された場合の効力

事件において既に続行している仲裁事件の取扱い

Ⅳ．3と類似のケースであるが、国外で仲裁が

について、手続進行を停止する義務があるものの、

開始されて係属されている最中に、日本において

国際仲裁が倒産当事国の法律から独立しており、

27）手塚・前掲注15)489頁。
28）松下淳一「倒産法制と仲裁（2）」JCAジャーナル41巻5号（1994年）15頁参照。
29）杉山悦子「倒産手続における仲裁合意」仲裁とADR10号（2015年）10頁。
30）濱田＝富永・前掲注16)23頁。
31）この点伊藤教授も、外国裁判手続に基づく外国での判決について、外国での訴訟が中断・受継を経て破産管財人
などの異議者等が当事者となるのではなく、そのまま破産者を当事者として破産手続き開始決定後も手続を続行した
場合に効力を認めない（民事訴訟法118条3号）とするので（伊藤・前掲注（4）伊藤論文35頁）、破産者が当事者の
まま仲裁判断が下された場合も同様に解すると思われる。
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そのため仲裁が自動的に停止することについては

づく債権届出が行われていないことから、破産財

事実上困難であることが示唆されている。また米

団からの配当手続から排除されており配当金を受

国のJSC BTA Bank事件で、裁判所は国際倒産手

領できない。破産者の当事者能力がないことから、

続に関連する米国連邦倒産法第15章の手続開始後

破産管財人が当事者となっていない仲裁手続に基

に、スイスで仲裁手続が実施されたことが米国の

づく仲裁判断は無効であり執行力がない。破産財

倒産手続におけるオートマティックステイ違反に

団に執行することもできない。ただし実務上は、

なるか否かについて、否定的な判断を行っている

仲裁を中断せずに管財人ではなく債務者会社がそ

33）

。日本の論者も「仲裁廷は仲裁地法または準拠

のまま当事者となり不利な仲裁判断が下された場

法となっている国の倒産法に基づく手続的制限で

合も、在外資産に対する強制執行は事実上実行さ

あれば積極的に尊重する」が、
「そうでない場合

れる可能性が残る。国内での倒産対応に忙殺され

には仲裁廷がその「外国法」
（筆者注：倒産法）

た破産管財人が、外国の執行裁判所に速やかに異

を適用して仲裁手続の進行・終了について判断す

議を提出できない場合も多いと思われることか

34）

るという傾向にはない」旨の指摘をしている 。
前述したとおり、この場合に日本の破産法に基

ら、解決策として管財人は日本の裁判所の許可を
得て和解的解決を探る必要が出る場合もあろう35）。

32）”UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency with Guide to Enactment and Interpretation”の国際倒産モ
デル法20条に関係するNote 180において以下の説明がなされている。
“Thus, article 20 establishes a mandatory limitation to the effectiveness of an arbitration agreement. This limitation
is added to other possible limitations restricting the freedom of the parties to agree to arbitration that may exist
under national law ( e.g. limits as to arbitrability or as to the capacity to conclude an arbitration agreement). Such
limitations are not contrary to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of
1958. However, bearing in mind the particularities of international arbitration, in particular its relative independence
from the legal system of the State where the arbitral proceeding takes place, it might not always be possible, in
practical terms, to implement the automatic stay of arbitral proceedings. For example, if the arbitration does not take
place in either the enacting State or the State of the main proceeding, it may be difficult to enforce the stay of the
arbitral proceedings.“
33）UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency: The Judicial Perspective , Note 204, 56頁参照。
34）濱田＝富松・前掲注16）27頁参照。
35）管財人が仲裁の当事者となった場合について同旨の意見として事業再生迅速化研究会「倒産実務の国際的側面に
関する諸問題（上）」NBL994号（2013年）82頁。
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和解あっせん実務上の諸問題研究（10）

弁護士以外の代理人の選任・出席
当事者以外の第三者の同席、参加

神楽坂キーストーン法律事務所

農端康輔

弁護士

Kosuke Nobata

弁護士以外の代理人の選任・出席
／農端康輔

九州大学法学研究院教授

入江秀晃

Hideaki Irie

治法153条）などである。簡易裁判所の民事訴訟
では、裁判所の許可で代理人選任が可能である（民
事訴訟法54条1項ただし書）。

【問題】

裁判所の民事調停及び家事調停においては、弁

和解あっせん手続において弁護士以外の代理人

護士代理が原則である（民事調停法22条が準用

の選任を認めるか否か。仮に認めるとして、どの

する非訟事件手続法22条1項、家事事件手続法22

ような場合に弁護士以外の代理人を認めるのか。

条）が、一定の場合は許可により弁護士以外を手

代理人として認める場合の手続として何が必要か。

続代理人に選任することが可能である。弁護士以
外の手続代理人選任については「事件の性質、手

【考え方】
１

法令の定めと裁判所の手続での代理人の取扱い
和解あっせん手続の代理についても
「法律事件」

続代理人になろうとする者と本人との関係、手続
代理人の手続追行能力を総合判断して許否を決す
る」とされている1）。

に関する「法律事務」と考えられるので、業とし

なお、民事調停及び家事調停では本人出頭原則

て行うことは、原則として弁護士のみ行うことが

が定められており（民事調停規則8条、家事事件

許されている（弁護士法72条）
。簡易訴訟等代理

手続法258条1項が準用する同法51条2項）
、家事事

権の範囲（請求の価額が140万円を超えない請求）

件の一定の類型においては本人出頭がなければ調

では、認定司法書士も和解あっせんの代理を業と

停が成立しない（家事事件手続法268条、270条）
。

して行うことができる（司法書士法3条6〜8号、
同2項）
。弁護士法に反する行為は、刑事罰がある
ほか、当該行為が無効となるおそれがある。

２

和解あっせん手続における基本的な考え方
第二東京弁護士会仲裁センターの規則や細則に

民事訴訟では、弁護士以外の代理人は認めない

おいては、代理人の範囲について具体的に定めた

のが原則である（民事訴訟法54条）
。その例外が、

規定は存在しない。ただし、委任状については、

簡易訴訟等代理権を持った司法書士（司法書士法

委任状原本の提出を細則上求めている2）。

3条6〜8号、同2項）
、弁理士（弁理士法6条及び6

和解あっせん手続においても、弁護士代理及び

条の2）
、
「指定代理人」
（法務大臣権限法、地方自

簡裁訴訟代理権の範囲の認定司法書士等以外の代

1）金子ほか編著『講座・実務家事事件手続法（上）』（日本加除出版、2017年）264頁［坂田宏］。なお、司法書士、
行政書士、税理士等の専門職からの許可申し出は、非弁活動の禁止（弁護士法72条）の関係もあって一般的には許可
されない（紙子ほか編『家事調停の実務』〔青林書院、2014年〕72-73頁）。
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理人は認めないという考え方も理論的にはありう

代理人のみが期日に出席する場合と比べて、代理

るが、和解あっせん手続の柔軟性を反映するもの

人の選任についても比較的緩やかに認めてもよい

として、事案によって弁護士以外の代理人につい

のではないか、という意見もあった。

ても柔軟に認めるという考え方が一般的である。

（2）弁護士法72条違反の問題について

具体的な運用については、個別事案に応じて、
仲裁人・あっせん人の判断に任せている3）。

弁護士法72条違反の問題について、あっせん
人又は二弁仲裁センターとしてどのようなスタン
スを取るべきかという点も問題となる。

【実務上のポイント】
１

あっせん人又は二弁仲裁センターとして弁護士

代理人を認めるか否かの考慮要素
以下の（1）〜（4）に挙げるような考慮要素

法違反を助長・黙認するようなことはすべきでは
なく、その点について疑わしい事案については代理

を踏まえて個別に判断していると考えられる。

人を認めるべきではないという立場も示された4）。

（1）本人が出席する場合と代理人のみが出席する

一方で、弁護士法違反の点は当該代理人と本人の

場合の区別

問題でありあっせん人や仲裁センターは代理人と

期日に本人も出席し代理人が一緒に出席する場
合
（付添人のように本人と代理人が出席する場合）
と期日に代理人のみが出席する場合を分けて考え
るべきではないかという点が問題となる。
代理人として認める以上、和解を含む手続追行
全般の代理権を認めることになり、本人の出席は

して排除するという形の対応をする必要はないと
いう立場5）も示され、意見が分かれた。
（3）反対当事者の同意や了解の位置づけについて
個別事案で代理人として認めるか否かについ
て、反対当事者の同意や了解があることを考慮す
べきか否かという点も議論となった。

不要となるのが原則であると考えられる。した

法律上代理行為ができることに問題がない者

がって、代理人として認めるか否かは、代理人の

（弁護士や一定事件の認定司法書士等）が代理人

みが出席する場合を前提に検討すべきであり、本

につく場合、反対当事者の同意や了承がないと代

人と代理人が一緒に出席する場合は代理人として

理ができないというのは不合理であり、その場合、

認める必要はなく、補佐人や付添人として同席を

反対当事者の意向で事実上話合いが進まずに和解

認めることで足りるという意見もあった。

あっせんが不調となるだけではないかという意見

一方で、当事者本人が期日に出席する場合は、

があった。

2）仲裁手続及び和解あっせん手続細則17条は「仲裁センターに提出する書類は、郵送又はファクリミリを利用して
提出することができる。ただし、第19条第3号及び第4号に定める書類並びに代理権を証する書面をファクシミリで提
出する場合には、それらの書類については写し扱いとし、速やかに原本を郵送又は持参して、提出しなければならな
い。」と定めている。また、インターネットを通じた送受信を認めた同17条の2においても「仲裁センター又は仲裁人
等が必要かつ相当と認める場合には、仲裁センターに提出する書類は、前条第1項本文に規定する方法のほか、イン
ターネットを通じて送信する方法で提出することができる。ただし、第19条第3号及び第4号に定める書類並びに代理
権を証する書面をインターネットを通じて送信する方法で提出する場合は、当該書類は、写しとして扱い、速やかに
原本を郵送し、又は持参して提出しなければならない。」と例外を認めていない。
3）どの範囲の代理人を認めてよいか、認めるべきではないかという点について、仲裁センターとして一定の基準を
設けるべきである、という議論はある。
4）「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR法）」に基づく認証ADRに関する日弁連の「ADR法第6条
の『弁護士の助言』等を行う弁護士の推薦等に関するガイドライン」においては、「当該機関で行われる手続におけ
る代理や当該機関で付随して行われる相談について、弁護士法違反を助長・許容するような仕組みや慣行がないこと。」
が求められている。
5）ただし、この立場においても、公序良俗に反するような和解合意がなされるような場合、非弁と疑われる代理人
の活動により本人に消費者被害が発生するような場合については、あっせん人が一定の介入をすることが念頭に置か
れているものと思われる。また、和解成立が無効にならないための手当も必要になる。

38
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一方で、当該代理人の存在が協議の障害となる

一方で、上記の弁護士や認定司法書士以外の者
が代理人として現れ、協議の場に補佐人・付添人

事案も考えられるが、一度代理人として認めると、

として当事者本人と同席することについて、反対

その後、手続から全面的に排除することは難しい

当事者の同意が必要であるという話は一定程度理

こととなる。

解できるという意見があった。
３

（4）代理人選任に関するその他の考慮要素

代理人選任に関する手続について

代理人を認めるか否かについて、その他の考慮

二弁仲裁センターにおいては、疑わしい事情が

要素として、当事者本人が高齢や多忙、在海外な

見受けられる事案でない限り、代理人選任時に委

どを理由に当事者の出席が困難であること、など

任状の提出以外に、親族関係を証する資料や社員

が考えられる。

であることを証する資料の提出を求めていない。
必要に応じて、あっせん人が、和解あっせんの

あっせん人として、当該代理人の選任が和解
あっせんの協議に資するか否か、当事者間の交渉

期日開始時に代理人の本人確認を行っている。

が容易になるか否か、という観点を考慮すべきか
４

否かについては、意見が分かれた。

本人の意思確認を別に求める必要がある場合

について
２

具体的な事例ごとの検討

法律上代理行為ができることに問題がない者以

二弁仲裁センターの事件で多く見られる類型とし

外が代理人に就いた場合で、当事者本人が期日に

て、①親族、②会社の社員、③他士業・コンサルタ

出席していないときは、和解あっせんが成立する

ント、④利害関係人（賃貸借関係等における不動産

際などには、本人の意思確認を別に行うべき事案

管理会社、親会社や親会社の社員など民事訴訟でい

がある。
少なくとも、最終的に和解が成立する場合や当

う任意的訴訟担当に近い類型）
、が考えられる。
二弁仲裁センターの実務としては、①親族及び

該当事者の意思により手続を終了させる場合につ

②会社の社員については、代理人として認めてい

いては、事案によっては、当事者本人の意思確認

る事例が多いと考えられる。①親族については特

を電話等で行うべき場合があることには異論がな

に当事者本人との同居を要件とせず代理人として

いと思われる。
また、代理人の選任を認めたが、当事者本人に

認めていると考えられる 。
6）

一方、上記1（2）の弁護士法72条違反の問題
が顕著に表れるのは③及び④の類型である。厳密

も出席を依頼するという対応をすることも事案に
よっては考えられる。

にいえば、本人が期日に出席する場合でも、業と
して報酬を得る目的で法的アドバイスをすること
は弁護士法72条に違反することとなる。
実際の和解あっせんの運用としては、あっせん
人としてはあまり厳格に考えず、当事者が信頼す
る代理人（付添人・補佐人）が一緒に期日に出席
7）

当事者以外の第三者の同席、参加
／農端康輔
【問題】
和解あっせん手続において当事者以外の第三者

することは当事者にとってもメリットがあり 、

の同席について認めるべきか。仮に認めるとして、

手続もより実質的な協議ができるなど実りがある

どのような場合に第三者の同席を認めるか。その

ものになることがあると考えて、一定程度緩やか

手続等はどのように行うべきか。

に認めているものと考えられる。
6）親族関係の存否に疑わしい事情が見受けられる事案でない限り、親族関係を証する書類（例：戸籍謄本）の提出
をあらかじめ求めるような取扱いはしていない。
7）代理人をつけた当該当事者のみならず、反対当事者にとってもメリットがあると考えることができる。
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【考え方】
１

席できないのが原則と考えられる。

第二東京弁護士会仲裁センターの規定

当事者以外の者が同席を求める場合には、まず、

第二東京弁護士会仲裁センターの規則や細則に

同席を求める者の氏名、同席を求める者と当事者

おいては、手続が非公開であると定められている8）。

の関係など、同席を求める者の属性を明らかにす

当事者以外の第三者の同席や付添いについて具

ることを求めることが必要である。また、その同

体的に定めた規定は存在しない。なお、独立した

席を求める者の属性を反対当事者に開示した上

利害関係を有する利害関係人の手続への出席・参

で、期日への同席を認めるか否かを反対当事者に

加に関する規定は存在する9）。

確認することが必要である。

２

属性が確認できる資料を確認すること、が必要と

場合によっては、同席を求めた者の本人確認や
基本的な考え方
和解あっせん手続の非公開性が前提となるの

なる場合もあると思われる。
誰が実際に手続に出席・同席したのかについて

で、代理人・補佐人以外の第三者は当事者双方の
同意がなければ手続に出席・同席できない。
和解あっせんの手続の柔軟性の反映として、あ

は、期日調書に何らかの形で記録しておく必要が
ある。

る当事者が第三者の同席を希望する場合、反対当
事者に異議がないときには、第三者の同席を積極
的に考えてよい、あっせん人として積極的に考え
るべきである、という意見もあった。

３

同席を認めた場合の運用について
期日に同席・参加するだけで同席者は黙ってい

るという事例もあれば、当事者の立場を補佐する
立場で同席し、同席者も発言するという事例もあ

【実務上のポイント】
１

ると思われる。

二弁仲裁センターでの実例

同席を認める場合でも、発言の許否など、事前

二弁仲裁センターにおいて第三者が期日に同席

に同席者にはあっせん人の指示に従うことを明確

した事例としては、
当事者の親族が同席した事例、

に確認すること（ルール化すること）が必要では

代理人ではない弁護士がオブザーバー等として同

ないかという意見があった。

席した事例、区分所有建物の管理組合内の紛争に
ついて管理会社の担当者が同席した事例、などが

なお、手続に出席・同席を認めたとしても、和

ある。
当事者の会社の担当者の同席については柔軟に

解の当事者に加えるべきか否か等は別に検討すべ
き問題である。

認められている。
２

４ 和解の当事者として扱うこととの関係について

同席を認めるために必要な手続について
すでに述べたように、和解あっせん手続が非公

開であることが前提となるので、代理人・補佐人
以外の第三者は当事者の同意がなければ手続に出
8）仲裁手続及び和解あっせん手続細則4条1項
（手続の非公開）
第4条 仲裁センターにおける仲裁手続及び和解あっせん手続は、非公開とする。（略）
9）仲裁手続及び和解あっせん手続細則13条
（利害関係人の参加）
第13条 仲裁人等は、適当と認めるときは、当事者双方の同意を得て、当事者以外の利害関係人の手続への出席を許
可し、又はこれを求めることができる。
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弁護士以外の代理人の選任・出席
当事者以外の第三者の同席、参加
／入江秀晃

このケースでは、子どもの母親自身は養育を行っ
ておらず、さらに、再婚の予定もあるという状況
であり、子どもの監護者としての祖母が手続に入
ることには必然性があった。上記の2つの例のよ

１．
同席者の手続参加は、
当事者にとってのメリッ

うに、必要に応じて、有意義な話し合いに資する

トが大きい

可能性がある同席希望者であれば、柔軟に参加を

弁護士以外の代理人の手続参加、及び当事者以

認める方向を検討したい。他の類型として、労働

外の第三者の手続参加に関して、当事者にとって

事件における組合関係者の同席希望は扱いが難し

は相当程度大きなメリットとなる可能性があり、

い典型であるが、限定的であったとしてもそれが

裁判所手続を真似て安易に排除するのではなく、

認められるのであれば、有用性は高いであろう。

むしろなるべくなら話し合いの輪の中に入っても

他には、施主・元請・下請のような当事者関係が

らうように働きかけるスタンスが、あっせん人と

複雑な紛争でも表面的な当事者以外の第三者の手

しては望ましい。話し合いの実情がより明らかに

続参加ニーズがある。

なると期待できるし、当事者がエンパワーされる
からである。とはいえ、参加人数が増えれば、話

２．相手当事者（反対当事者）による同意を取る

し合いに要する時間も増え、また、当該代理人や

べきか

第三者自身の利害が反映されると、話し合いの複

当事者以外の手続参加について、その参加を希

雑さは増し、合意できるものも合意できなくなる

望していない側の当事者が意見表明できるように

とか、時間が非常にかかるようになるおそれもあ

配慮する姿勢は一般に必要である。

る。さらに、当事者本人の真意がわかりづらくな

もちろん、農端弁護士が整理するように、弁護

るリスクもある。裁判所実務が、弁護士以外の代

士代理人が代理人として選任され出席すること

理人や、当事者以外の第三者の手続参加を認めた

に、相手当事者の了解は不要である。しかし、そ

がらないのには、一定の合理性がある。裁判所実

の場合ですら、もし何らかの感情や言いたいこと

務の模倣に留まってはならないとすれば、どのよ

を相手当事者が持っているのであれば、それを聴

うに考えるべきかが問題となる。

く姿勢を持ちたい。必ずしも要求を受け入れる必

実際の事例で考えてみよう。DVのあった夫婦

要はないが、受け止める姿勢は持つべきである。

間の事案で、支援をしていた団体職員が、手続中

その聴き取りを通じて、両当事者が大切とするも

に発言はしないが、あっせん手続の話し合いの行

のが顕在化する可能性もあるからである。現在は、

方を見守る形で手続参加したケースがある。当該

弁護士代理人を排除して本人とあっせん人だけで

職員を排除することはたやすいが、その排除は本

手続を進める機関はほぼ見られないようだが10）、

当に必要かを問い、両当事者にとってメリットが

場合によっては、一時的に弁護士代理人に退席を

ありそうなら参加を認める姿勢を持ちたい。また、

依頼して当該当事者本人のみから聴き取りを行っ

別の事例では、離婚後に子どもの世話を祖母（元

たり11）、当事者本人とあっせん人で手続を進める

妻の母）が行っており、決められた養育費が支払

時間を持ったりしても良いと思われる。

われないために困っていた。一般に、離婚につい
て、祖父母世代を話し合いに入れることについて

３．あっせん人の手続指揮の重要性

は、話し合いが混乱するリスクが高いため、排除

あっせん手続の本質を考えると、手続から出さ

する方が無難であることは間違いがない。
しかし、

れる結論については両当事者が決定権を持つが、

10）子の奪取問題を扱う英国のReuniteでは、弁護士代理人の同席を認めずに手続を進めるのが原則とされる。なお、
Reuniteは、愛知県弁護士会と提携を行い、日本のハーグ法に基づく手続を提供している。https://www.mofa.go.jp/
mofaj/files/000389245.pdf 2021年9月19日。
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手続の進め方に関して、当事者が離脱する権利を

けつつ、常に当事者ニーズに立ち返って手続指揮

除いて、あっせん人が指揮権を持っている。両当

を行うのがあっせん人の役割と言える。

事者の利害に着目し、公正な結論と言える範囲内

農端弁護士の論考に、弁護士以外の代理人につ

での合意形成を行えるようにするには、どのよう

いて「一度代理人として認めると、その後、手続

な話し合いのフォーラムを準備すべきかを考え、

から全面的に排除することは難しい」
、当事者以

その意味で最善の手続を指揮する義務をあっせん

外の第三者について「同席を認める場合でも、発

人は負っているとも言える。もちろん、あっせん

言の拒否など、同席者にはあっせん人の指示に従

人が判断するための事前情報が不十分な場合もあ

うことを明確に確認すること（ルール化するこ

り、結果として、当初参加を認めていた当該代理

と）
」という意見の紹介がある。上記の混乱を避

人を室外に出てもらうとか、発言を認めていた当

けたいという議論と思われるが、あっせん人の役

事者以外の第三者の発言を控えるように変更する

割定義について、十分なコンセンサスが形成され

といった、
混乱に近い状況も生じる可能性がある。

ていない実情、あるいは、自信を持って手続指揮

なるべく事前に手続の進め方について丁寧に説明

するための研修12） が不十分である現状が反映さ

し、合意を取るべきではあるが、混乱のリスクは

れているようにも思われる。

避けられないであろう。こうしたリスクを引き受

11）逆に、代理人とあっせん人のコミュニケーションが必要となる場合も考えられる。代理人が手続で果たしたい役
割イメージと、あっせん人が代理人に果たしてほしい役割イメージに齟齬を来している場合がある。代理人のあっせ
ん手続での役割については、權田光洋他「和解あっせん実務上の諸問題研究（8）和解あっせん手続における代理人
の役割と技術手数料の設定、説明、納付の問題点」JCAジャーナル68巻9号（2021年）22-17頁を参照。
12）必ずしもマニュアルやルールになじまないような不規則な事態について、原則を踏まえながら、対処できるよう
な研修がある。あらゆる状況を想定し尽くすことは困難ではあり、その対処方法をすべて整備することは現実的でな
いが、生じうる様々な状況を事前に検討しておくことで、落ち着いた対処が可能になる。入江秀晃「調停技法誌上講義
第18回 難しい場面」JCAジャーナル61巻9号（2014年）34-37頁参照。
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投資協定仲裁判断例研究（138）

投資の合法性要件と立法措置による間接収用が判断された事例

投資協定仲裁研究会

猪瀬貴道

北里大学一般教育部教授

Takamichi Inose

申立人：Olympic Entertainment Group AS（エス
トニア）
被申立国：ウクライナ
事件番号：PCA Case No. 2019-18

年通商特許法」および2006年4月18日付「ライセ
ンス条件」などの特別付則によって規制されてい
た。（para. 15）
申立人は、被申立国における現地法人OCUを

判断日：2021年4月15日

通して、いくつかの賭博施設を開発・運営する投

仲裁廷：Neil T. Kaplan（長・英国）
、Michael C.

資を2004年6月10日に開始したと述べる。被申立

Pryles（ 豪・ 墺、 申 立 人 指 名 ）
、J.

国は、「被申立国での事業は2003年5月に立ち上

Christopher Thomas（カナダ、被申立国

げられた」と申立人が公文書で伝えていたと主張

指名）

する。申立人は被申立国内キエフ市の賭博場を拠

出典：常設仲裁裁判所（PCA-CPA）
https://pca-cpa.org/en/cases/207/

点として事業を行っていたと主張するが、法的に
必要とされる賭博免許を有していなかったため、
本件BITの要件である「法令に従って」「投資」

本件判断のポイント

をしておらず、仲裁廷には管轄権がないと被申立
国は主張する。（para. 16）

・投資の合法性要件について、投資受入国法の

申 立 人 は、2004年 段 階 で の「2000年 免 許 法 」

基本原則の違反の有無が問題であるとして、

の賭博免許の対象は「トータリゼータおよび賭博

軽微な違反の場合には管轄権が妨げられない

施設」であり、2004年から2005年のOCUの事業

と判断した

は免許の対象外であること、2005年3月から2006

・立法措置による間接収用について、補償を必

年4月までの無免許賭博を禁止する法律の空白期

要としない警察権の行使につき「比例性原則」

間については、被申立国最高裁判所が、「無免許

を要件として、本件立法は比例性を欠くとし

での活動は当該活動を行った者が所定の方法によ

た上で、実質的な剥奪を認定した

り免許を受けることができなかった場合には違法
ではない」と宣言していること、2006年4月に被

Ⅰ．事実関係
A. 申立人の投資
2004年から2008年の被申立国における遊技活

申立国財務省が免許当局として指定されて以降
は、法定の必要な免許をすべて取得していること
から、常に被申立国法に従って活動してきたと主
張する。（para. 17）

動（gaming activity）は、「2000年免許法」
「1996
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B. 被申立国の賭博法案および賭博禁止法

し、8月12日に申立人の被申立国内子会社（1社

1998年から2009年まで、被申立国では賭博規

を 除 く ） の 破 産 が 申 請 さ れ、2012年1月3日 に

制に関する少なくとも36の法案が議会に提出さ

OCUの解散が登記された。申立人は、被申立国

れた。これらの法案はいずれも賭博事業を全面的

の行為（立法）により申立人の投資は清算して終

かつ即時に禁止するものではなかった。2009年3

了せざるを得ず、その結果、投資と期待された将

月26日に最高議会（Verkhovna Rada）に登録さ

来の利益を完全に失ったと主張する。一方、被申

れた「2009年3月賭博禁止法案」は、被申立国に

立国は、申立人が清算手続を開始したのは2009

おいて賭博事業が禁止されると規定し、賭博従事

年6月9日であり、6月25日に賭博禁止法が施行さ

の刑事責任が明示されるが、既存の賭博免許保有

れる前であり、同法に対する大統領拒否権がまだ

者に対する補償は規定されていなかった。この法

有効である時点であったと主張する。そして、賭

律案には、発効までの8カ月間の移行期間が設け

博禁止法と申立人の損失には因果関係がなく、申

られていた。2009年4月10日、最高議会の主任科

立 人 に は 損 害 賠 償 の 権 利 が な い と 主 張 す る。

学専門部（Chief Scientific and Expert Department）

（paras. 31-32）

は、
「2009年3月賭博禁止法案」について、賭博
に関連する経済活動の全面禁止による違法賭博場
や汚職の増加、
賭博区分による責任追及の複雑化、

C. 紛争解決の試みと仲裁の開始
2009年7月から2017年12月まで、申立人は、被

国家予算への悪影響などの懸念から採択を支持し

申立国との紛争を交渉によって解決しようとし

ないとの意見を述べた。
（paras. 21-23）

た。申立人によれば、これらの交渉の間、申立人

2009年5月7日、被申立国内ドニプロペトロフ

の事業の合法性を被申立国が争うことはなかった

クス市の賭博場で9人が死亡する火災が発生し、

とされる。2017年12月26日、被申立国法務省は、

「公共安全措置政令」が閣議決定され賭博施設の

申立人に補償を行わない決定を伝える書簡を送付

検査が開始された。5月8日には、2009年6月7日

した。2018年11月5日、申立人は、仲裁通知を提

まですべての賭博免許を即時停止する「賭博免許

出して本仲裁手続を開始した。この仲裁手続の間

即時停止命令」が出された。申立人によれば、こ

に、2020年7月14日、最高議会は「新賭博法」を

の命令は「2000年免許法」の要件を無視して出

制定し、賭博禁止法が当初想定していたゾーニン

されたとされる。
（paras. 24-25）

グ制度を確立した。（paras. 34-36）

2009年5月12日、最高議会に新たな「賭博禁止
法」案が登録された。この法案は、
「2009年3月
賭博禁止法案」と大部分が同じであったが、移行
期間がなく即時発効が規定されていた。5月15日、

Ⅱ．管轄権判断
A. 違法な投資

最高議会は迅速手続によって実質審議なしに「賭

本件BIT第1条は、
「
『投資』という用語は、一

博禁止法」を採択した。6月4日、大統領は、憲

方の締約国の投資家が他方の締約国の領域におい

法94条に基づき「賭博禁止法」に拒否権を行使

て経済活動に関連して投資するあらゆる種類の資

することを決定し、同法が憲法違反であると声明

産を含むものとする」と規定し、
「動産および不

を出した。しかし、6月11日、最高議会は、
（憲

動産」
「株式」
「知的財産」などを例示列挙（open-

法94条に基づき特定多数により）大統領拒否権

list） す る。 申 立 人 は2004年 にOCUを 設 立 し、

を覆し、
「賭博禁止法」を承認した。6月25日、
「賭

OCUに合計約410万ユーロの出資を行った。また、

博禁止法」が発効した。同法は、既存の賭博免許

申立人はOCUに対して株主貸付金として2860万

保有者への補償規定がなく、発効日以降、賭博従

ユーロを融資した。この融資は、申立人の事業拡

事者に刑事責任を課す。
（paras. 26-30）

大のために使用された。また、申立人は、被申立

2009年7月3日、OCUは清算手続の開始を決定

44

国における賭博用機器の通商特許や知的財産権を

68巻11号［2021.11］

43-49_投資協定仲裁判断例研究（138）_猪瀬先生.indd 44

2021/10/29 11:03

連載：投資協定仲裁判断例研究（138）

取得した。これらは、
明らかに本件BIT第1条の「投

powers）の有効な行使であったので、収用ではな

資」の定義に該当する。
（paras. 49-51）

いと主張する。したがって、まず警察権法理の要

しかし、本件BIT第1条は、投資受入国の「法
令に従って」投資されることも求める。被申立国

件を検討し、次に賭博禁止法がその条件を満たし
ているかどうかを検討する必要がある。
（para. 85）

は、申立人は2004年に被申立国市場に参入した

本件BITには、警察権法理について明示的な言

際、国内法に基づいて免許が必要な賭博場／施設

及はない。しかし、両紛争当事者は、警察権法理

を無免許で運営していたと主張する。しかし、申

が本件に適用されることに合意する。争点は、賭

立人はバーやカフェでのスロットマシンのみ運営

博禁止法が国家の警察権の一部とみなされるため

しており、申立人側の規制専門家によって確認さ

に必要な要件を満たしているかである。
（para. 86）

れたように、当該運営は免許の対象ではなく合法

被申立国はMethanex 事件2）に依拠し、警察権

であった。被申立国は、申立人が運営していた賭

の有効な行使のためのテストは、（i）措置は誠実

博施設は免許を必要とするものであったことを立

（bona fide ）であること、（ii）公共目的（public

証する証拠書類を提出しなかった。また、申立人

purpose） で あ る こ と、
（iii） 無 差 別（non-

の事業は、国家機関の継続的な監視下に置かれて

discriminatory）であること、
（iv）適正手続（due

おり、申立人が違法に営業していたのであれば発

process）により達成されることによって構成さ

見されていたはずであると考える。さらに、賭博

れると述べる。申立人はこれらの要素に異議を唱

禁止法が制定された後、和解交渉が行われたが、

えないが、比例性（proportionality）が警察権法

被申立国は、申立人の投資の合法性に関して何ら

理の有効な行使のための要件の一部を形成するこ

疑義を提起しなかった。そして、免許取得費用は

とを主張する。（para. 87）

40ユーロ以下であり、免許を所持していない場

投資協定仲裁では、比例性が警察権法理の要件

合の罰金は8～13ユーロに過ぎず、賭博用機器が

のひとつとみなされる場合がある。Tecmed 事件

没収される可能性はあったが、賭博場の閉鎖など

では、規制措置が収用とみなされるべきか否かを

の深刻な追加制裁はない。このことは、たとえ違

決定するにあたり、規制措置が「保護されている

法性があったとしても、本仲裁廷の管轄権を妨げ

と思われる公共の利益（public interest）に比例

るような被申立国（投資受入国）法の基本原則の

する」か否かが検討された3）。同様に、Philip

違反1）はなかったという申立人の主張を支持する

Morris 事件では、比例性を警察権力のテストの一

ものである。したがって、仮に申立人が活動の最

部とみなし、規制権限を行使する国の行為が間接

初の数年間に免許を取得できなかったと仮定して

収用を構成しないためには、一定の条件を満たさ

も、この些事の（de minimis ）違反が管轄権の確

なければならず、公共の福祉（public welfare）

立を妨げ、申立人からBITの保護を奪うとは考え

を保護するために誠実に（bona fide ）行動しなけ

ない。
（paras. 52-60）

ればならず、無差別的で（non-discriminatory）、
比例したもの（proportionate）でなければならな

Ⅲ．本案判断
A. 収

用

被申立国は、賭博禁止法が国家の警察権（police

いというのが最も一般的に言及される条件である
と述べる4）。（paras. 88-89）
当事者の意見および先例を考慮すると、比例性
の要件は、警察権法理の有効な行使のためのテス

1）合法性要件は、投資受入国法の基本原則の違反に関するものであるとする点について、Rumeli v. Kazakhstan
(ICSID Case No. ARB/05/16) 事件、Desert Line v. Yemen (ICSID Case No. ARB/05/17)事件に依拠する。
2）Methanex v. United States , Final Award of the Tribunal on Jurisdiction and Merits dated 3 August 2005.
3）Tecmed v. Mexico , ICSID Case No ARB(AF)/00/2, Award of 29 May 2003, para. 122.
4）Philip Morris v. Uruguay , ICSID Case No. ARB/10/7, Award of 8 July 2016, para. 305.
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トに含めなければならない。比例性は、国際投資

核心に近い価値ある重要な目的である。国際法廷

法とそれが投資家に提供する実質的な保護におい

は、選挙された立法府が現地の事情をどう評価し

て重要な要素となっている。それは、投資協定に

ているかを後から推測することには慎重であるべ

含まれる実質的な基準に一般的に反映されている

きだが、そのことは立法者が選択した措置が国家

公正性と衡平性（fairness and equity）の概念と密

の国際的義務にどのように適合するかを評価する

接に結びついている。比例性は、ハーバード草案5）

ことを妨げるものではない。（paras. 92-95）

の文言にある「世界の主要な法制度によって認め

賭博禁止法は公衆衛生および道徳上の理由で可

られた正義の原則」の一部、あるいは少なくとも

決されたものであり、賭博禁止法の是非にかかわ

「権限の濫用（abuse of the powers）
」という条件

らず、公衆衛生・道徳の保護と賭博禁止法との間

の下で考慮されるべき要素の一部と見なすことが

には合理的な関連性があると認定する。しかしな

できる。したがって、賭博禁止法が被申立国の警

がら、Tecmed 事件6）を再度参照すると、賭博禁

察権の有効な行使とみなされるためには、それは

止法の効果についても考慮しなければならない。

比例したものでなければならない。
（para. 90）

賭博禁止法は、申立人の投資を一掃しただけでな

申立人は、賭博禁止法は純粋に政治的なもので

く、
「経済の一部門全体の破壊」をもたらしたの

あり、公共の目的のためのものではなく、誠実に

である。大統領の言動などからも賭博禁止法の有

作られたものではないと主張する。
法律の制定は、
政策の選択肢、純粋に政治的な配慮、その他の要

害な影響は、採択時にすでに予測されていた。
（paras. 96-97）

因のバランスをとるプロセスである。しかし、賭

さらに、賭博禁止法が申立人の投資に及ぼす深

博産業に根本的な変化をもたらし、これまで合法

刻な影響だけでなく、その即時的効果も問題であ

であったものを違法にするような行動を起こす前

る。賭博禁止法は即時発効し、内外の投資家への

に、立法府が少なくとも合理的にいくつかの証拠

意見聴取はなかった。移行期間もなかった。移行

を検討し、議論することを期待するのは不合理で

期間があれば、賭博事業者は、損失軽減、条件緩

はない。それにもかかわらず、賭博禁止法が公共

和について交渉できた可能性がある。また、被申

の目的のために誠実に可決されたのではないとい

立国は、即時の全面禁止の必要性を説明していな

う申立人の主張を容易に認めることはできない。

い。被申立国は、賭博禁止法第4条で想定されて

被申立国が指摘するように、賭博禁止法は、幅広

いた賭博特区制度を考慮すると、賭博禁止法は比

い支持を得て可決された。また、被申立国におい

例的（均衡的）であると主張する。同法は、3カ

て賭博関連の問題が以前から議論されていたこと

月以内に特区制度を確立することを企図していた

は明らかである。さらに、背後にある政治的動機

が、この特区制度は、2020年7月に新賭博法が採

に関する申立人の主張は、推測に基づいたもので

択されるまで確立されなかった。（paras. 98-99）

ある。したがって、賭博禁止法が不誠実に（bad

以上のことから、賭博禁止法は比例的な措置と

faith）採択されたと考えない。また、賭博禁止

は認められず、したがって、警察権法理の妥当な

法は、遍在的賭博の問題に対処することを意図し

行使ではなかったと判断する。（para. 101）

ていたと思われ、この問題は深刻であり国家は適

本件BIT第5条は、直接および間接の不法な収

切な方法で対処する権利を有する。同様に、公衆

用からの保護を規定している。間接収用テストは

衛生と道徳の保護は、すべての国家の公共政策の

投資仲裁で広く議論されてきた7）。本件の目的の

5）Harvard Draft Convention on the International Responsibility of States for Injuries to Aliens (1961).
6）Tecmed v. Mexico, supra note 3.
7）Burlington v. Ecuador , ICSID Case No. ARB/08/5, Decision on Liability of 14 December 2012, paras 396-398
（石川知子「投資協定仲裁判断例研究（103）」JCAジャーナル65巻8号（2018年）39-48頁）, Philip Morris v.
Uruguay , ICSID Case No. ARB/10/7, Award of 8 July 2016, para. 192.
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ためには、間接収用テストの基準は、国家によっ

第5条に従って行われていないため、違法である

てとられる措置が投資家の投資財産の価値、使用

ことは明らかである。なにより、この収用は「迅

または享受の実質的剥奪（substantial deprivation）

速かつ適切で効果的な補償の支払い」を伴ってい

をもたらすか否かである。この基準を本件の事実

ない。（para. 112）

に適用すると、本件は間接収用の典型例である。
（paras. 103-106）

本件では、被申立国議会の決定を評価するつも
りはない8）。被申立国が賭博を禁止する権利を有

賭博禁止法第2条により、賭博は一部例外を除

していたことに争いはない。しかし、本件BITに

き原則禁止され、第4条（2）に従って免許が取

基づく被申立国の国際的な義務に照らせば、被申

り消された。免許は申立人の事業の要であり、免

立国には申立人の投資を一夜にして何の補償もな

許がなければ事業はできず、キャッシュフローを

く間接的に収用する権利はない。（para. 116）

生み出すことはできない。したがって、免許を直
接剥奪することは、申立人の被申立国への投資を
間接的に収奪することになる。免許を物理的に当

B. 公正衡平待遇・完全な保護保障
被申立国の違法な収用に関する決定に照らし

局に引き渡さなければならなかったことからも、

て、請求された救済に対する申立人の権利または

剥奪の程度は極端であったといえる。賭博禁止法

損害額・量とは無関係のため、これらの違反の疑

は、申立人の投資価値を単に実質的に奪っただけ

いに関する判断を行う必要はないと考える9）。

でなく、
「経済の一部門全体」を破壊したのと同
様に、申立人の投資を破壊した。また、賭博禁止
法は長期的な影響を持ち、申立人の投資の永久的
な間接収用をもたらした。2020年7月に新賭博法
が採択されるまで特区は設定されなかったため、

Ⅳ．解

説

A. 投資の合法性要件
投資協定の保護対象となる投資について、投資

2009年6月から2020年7月まで、一部の例外を除

受入国の国内法に従って設立されることを要件と

き、
被申立国では賭博が禁止されていた。
したがっ

する場合がある10）。本件BIT第1条は、投資受入

て、申立人が、迅速に行動して投資を清算したの

国の「法律および規則に従って」投資されること

は正当である。申立人が賭博特区について訴訟を

を要件としている。この要件は、「投資」の定義

提起しなかったことに関する主張は認められな

規定に置かれることが多いが、他の条項に規定さ

い。また、被申立国は、申立人の投資はいずれに

れる場合もある11）。

せよ失敗していたはずであるから賭博禁止法との

この要件に反して違法に行われた投資は投資協

因果関係がないと主張するが、申立人の投資が仮

定 の 対 象 外 と な り、 投 資 家 ＝ 国 家 間 紛 争 解 決

定の世界で失敗していたかどうかは不明であり、

（ISDS）条項に基づく仲裁廷の管轄権が否定され

本件の事実によって立証されるのは、賭博禁止法

る。例えば、本判断でも引用されるFraport v.

の後、申立人は被申立国での賭博活動、ひいては

Philippines 事件12）では、フィリピン国内法により、

投資が終了したことである。
（paras. 107-111）

公共サービス企業の外国人による株式保有及び運

被申立国が申立人の投資を間接的に収用したこ

営が規制されているにも関わらず、投資家が秘密

とは立証され、このような間接収用は、本件BIT

裏の株主間契約により当該規制を潜脱したことで

8）Invesmart v. Czech , UNCITRAL, Award of 26 June 2009, para. 501; Sergei Paushock v. Mongolia , Award on
Jurisdiction and Liability of 28 April 2011, paras 298-299.
9）なお、FET違反については、賭博禁止法の不均衡な効果や申立人の正当な期待を害したことについては言及がある。
10）この問題について、さしあたり坂田雅夫「投資協定の『国内法に従った投資』条項を巡る解釈対立の意義」新世
代法政策学研究4号（2009年）327-363頁を参照。See also , Michael Polkinghorne, “The Legality Requirement in
Investment Arbitration”, Journal of International Arbitration , Volume 34, Issue 2 (2017) , pp. 149 -168.
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意図的に国内法上の規制に違反しているとして管

B. 立法による間接収用

轄権が否定された。腐敗行為によって設立された

本件BITは、
「収用」条項に「国有化もしくは

投資について仲裁廷の管轄権が否定されたMetal-

収用と同等の効果を有する措置」を規定しており

Tech v. Uzbekistan 事件13）もある。

間接収用が含まれる。国有化もしくは収用と同等

合法性については、投資受入国法の基本原則の

の効果の基準については議論があるが16）、本件で

違反のみが問題となり、軽微な技術的違反の場合

は、国家による措置が投資家の投資の価値、使用

や、投資受入国がそれを支持または黙認していた

または享受の実質的剥奪をもたらすか否かである

ことなどを理由に、管轄権が肯定された事例があ

としている。

る。例えば、Allard v. Barbados 事件

14）

では、為

本件では、投資財産に対する剥奪の効果がある

替規制法の不遵守について、投資受入国の法の基

間接収用に当たるか否かを判断する前に、警察権

本原則の違反を伴わない不注意による技術的な違

（police powers）の行使によるものについては補

反であるとして管轄権が肯定された。Ioannis

償を必要とする「収用」に当たらないとするアプ

Kardassopoulos v. Georgia 事件

ローチが採られている。警察権の行使については、

15）

では、契約の投

資受入国違反が問題となったが、契約が政府の承

Methanex v. United States 事件で示された（i）誠

認を受けており、
長期間異議がなかったことから、

実、（ii）公共目的（iii）無差別（iv）適正手続の

投資家側には契約が適法に締結されたと信じるに

要件に加えて、規制措置（規制による投資家の負

足る相当な理由があるとして管轄権を肯定した。

担）と規制目的（規制によって達成しようとする

本件においても、
このアプローチが採られている。

目的）とが比例・均衡することを要件とする比例
性原則17）が問題となる18）。比例性原則については、

11）そのような投資協定が問題となった事例としてInceysa Vallisoletana, S.L. v. El Salvador , ICSID Case No.
ARB/03/26がある。なお、投資協定において合法性要件が明示規定されていない場合についても問題になった事例
がある。Plama v. Bulgaria 事件では、合法性要件は明示的に規定されていないエネルギー憲章条約（ECT）との関係
で、投資家が不実表示により投資設立に必要な政府の同意を得たことについて、「エネルギー問題における法の支配
の強化」という条約の目的、法の一般原則及び国際公共政策の原則に照らして、ECTの実体的保護は及ばないと判断
している。Plama v. Bulgaria , ICSID Case No. ARB/03/24, Award dated 27 August 2008, paras. 135-146. 奥田安弘
「投資協定仲裁判断例研究（2）」JCAジャーナル56巻11号（2009年）10-16頁。Wena Hotels v. Egypt 事件では、英国＝
エジプトBITに合法性要件は規定されていないものの投資財産設立における腐敗の事実が立証される場合には、国際
的な善良な道徳（bones mores ）に照らして請求を却下すべきと述べている。Wena Hotels v. Egypt , Decision on
Jurisdiction dated 29 June 1999, ICSID Case No. ARB/98/4, para 111.
12）This Award, para. 54; Fraport v. Philippines II , ICSID Case No. ARB/11/12, Award of 10 December 2014,
para. 444.
13）Metal-Tech v. Uzbekistan , ICSID Case No. ARB/10/3. 菊間梓「投資協定仲裁判断例研究（59）
」JCAジャーナ
ル61巻8号（2014年）18-25頁。
14）Allard v. Barbados , PCA Case No. 2012-06, Award on Jurisdiction dated 13 June 2014, para 96.
15）Ioannis Kardassopoulos v. Georgia , ICSID Case No. ARB/05/18, paras 171-194.
16）間接収用の議論については、邵洪範「投資仲裁における規制目的の意義 : 間接収用の認定基準を中心に」国際法
研究8号（2020年）125-152頁、新谷里美「国際法上の間接収用をめぐる問題の本質」社会科学研究68巻1号（2017年）
87-126頁、松本加代「規制と間接収用――投資協定仲裁判断例が示す主要な着眼点」RIETI Discussion Paper Series
08-J-027（2008年）、菊間梓「国際法上の間接収用の概念――仲裁判例の分析を中心に」東京大学公共政策大学院リ
サーチペーパー（2006年度）などを参照。
17）この原則について、さしあたり、伊藤一頼「投資仲裁における比例性原則の意義――政府規制の許容性に関する
判断基準として」RIETI Discussion Paper Series 13-J-063を参照。なお、比例性原則は、公正衡平待遇との関係で
問題となる場合もある（本件においてもpara. 132において言及されている）
。例えば、RWE v. Spain , ICSID Case
No. ARB/14/34, Award dated 18 December 2020, 濵本正太郎「投資協定仲裁判断例研究（124）」JCAジャーナル67
巻8号（2020年）30-37頁。
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米国の2012 年モデルBIT、カナダのモデルBIT、

る比例性原則の適用根拠は必ずしも明確ではない

TPP 協定投資章など間接収用に関する解釈指針

が、そのひとつとして「投資協定に含まれる実質

として採用される例もある。本件は、警察権の行

的な基準に一般的に反映されている公正性と衡平

使について、まずMethanex 基準の合致を判断し

性（fairness and equity）の概念と密接に結びつ

たうえで、
規制の効果の「規模」
「即時性」によっ

いている」と述べた点が注目されよう。

て比例性を欠くと判断した。投資協定仲裁におけ

18）Tecmed v. Mexico 事件のほか、Azurix v. Argentina 事件、LG & E v. Argentina 事件、Deutsche Bank v. Sri
Lanka 事件（井口直樹「投資協定仲裁判断例研究（50）」JCAジャーナル60巻10号〔2013年〕21-29頁）、Belokon v.
Kyrgyzstan 事件（長野聡「投資協定仲裁判断例研究（86）」JCAジャーナル64巻2号（2017年）11-17頁）、Copper
Mesa v. Ecuador 事件（山本晋平「投資協定仲裁判断例研究（87）」JCAジャーナル64巻3号〔2017年〕15-23頁）など
で採用されている。
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国際商事仲裁ADR判例紹介（18）

神戸大学大学院法学研究科教授

中野俊一郎

Shunichiro Nakano

1. O L G M ü n c h e n , B e s c h . v .20.12.2019,
SchiedsVZ 2020,145
【要旨】 仲裁判断言渡国で取消訴訟が係属してい
るというだけでは、内国裁判所における執行宣言
手続を停止することはできず、被告は、仲裁判断
の取消しが認められる可能性が高いことを示さな
ければならない。
【事件概要】 クロアチアに本拠をおく法人X（原
告）は、ドイツ法人Y（被告）との間で、不動産
及び会社株式の譲渡等を内容とする契約を締結し
た。Xは、Yに契約債務の不履行があったとして、
契約中の仲裁条項に従い、ザグレブにあるクロア
チア商業会議所の仲裁裁判所で仲裁手続を開始
し、2017年9月7日、同仲裁裁判所はXの請求を認
容する仲裁判断を言い渡した。
これに対してYは、ザグレブの商事裁判所にお
いて仲裁判断取消しの訴えを提起した。当事者間
の仲裁条項には、
「仮の権利保護の手続を含め、
本 契 約 の 執 行 」 に つ き、
「裁判上の方法
（Rechtsweg）を排除して……クロアチアの仲裁
裁判所が判断する」旨が明記されていたにも拘わ
らず、Xは自らの債権の仮保全のために裁判所で
執行手続を開始したのであるから、契約の執行の
ために裁判手続を選択し、それによって仲裁裁判
所による判断を放棄した、というのがその理由で

ある。Yは、仲裁手続でも同様の事実を指摘して
手続の停止を求めたが、仲裁廷によって取り上げ
られなかったという。2018年11月13日、裁判所
はYの申立てを棄却する判決を下したが、同19日、
Yはさらに抗告を行い、これについてはなお審理
が終結していない。
他方Xは、2018年5月22日、ドイツ裁判所で当
該仲裁判断の執行宣言を申し立てた。これに対し
てYは、上記の理由から本件仲裁手続には瑕疵が
あること、ザグレブの裁判所で仲裁判断取消訴訟
が係属中である以上、仲裁判断は未だ当事者を拘
束するに至っていないこと、同じ理由から執行宣
言手続が停止されるべきであること等を主張して
いる。
【決定要旨】 申立認容。
クロアチアで仲裁判断取消申立てがされている
1）
ことを理由とする、ニューヨーク条約6条 に基
づく手続の停止は認められない。仲裁判断言渡国
で取消訴訟が開始されたというだけで、執行宣言
手続を停止すべきことにはならず、むしろ被告は、
執行宣言手続において、仲裁判断言渡国の取消訴
訟で主張した取消原因の存在が認められる可能性
が高い（erfolgsversprechend）ことを示さなけれ
ばならない。これに関してYは、Xが仲裁手続開
始前に裁判所による保全命令手続を利用したこと

1）ニューヨーク条約6条「判断の取消し又は停止が、第5条１(e)に掲げる権限のある機関に対し申し立てられている
場合において、判断が援用されている機関は、適当と認めるときは、判断の執行についての決定を延期することがで
き、かつ、判断の執行を求めている当事者の申立てがあるときは、相当な保証を立てることを相手方に命ずることが
できる。」

50

68巻11号［2021.11］

50-51_国際商事仲裁ADR判例紹介（18）_中野先生.indd 50

2021/10/29 11:03

連載：国際商事仲裁ADR判例紹介（18）

を理由に、Xは仲裁手続を開始する権利を喪失し
たと主張するにすぎない。
国際商事仲裁に関する欧州条約6条4項は、裁
判所で暫定的措置や保全措置を申し立てること
は、それに続く本案の訴えまで国家裁判所で提起
すべきものと理解されてはならない旨を明記して
いる。当事者間の仲裁合意は、単に仮の権利保護
も仲裁に付託されるべき旨を定めるにすぎず、そ
の不遵守の効果を規定していないから、条約6条
4項によらなければならない。それによると、仮
の権利保護に関して国家裁判所を利用すること
は、仲裁合意の効力に影響を及ぼさない。いずれ
にせよ、被告は、裁判所の保全手続で仲裁合意の
抗弁を提出し、仮の権利保護についても仲裁合意
の効力が及ぶかどうかの判断を求めることもでき
た以上、この点についてここで判断する必要はな
い。さらに、Yによる仲裁判断取消申立てはクロ
アチアの一審裁判所で棄却されている、という事
情も認められる。
仲裁判断言渡国で取消訴訟を提起する可能性は
仲裁判断の拘束力を奪うものではないから、本件
仲裁判断は、ニューヨーク条約5条1項e号前段の
意味において拘束力を有する。また、仲裁判断取
消判決は未だ下されていないから、ニューヨーク
条約5条1項e号後段による仲裁判断の承認拒絶も
問題にならない。
2. BGH, Besch.v.18.7.2019, SchiedsVZ 2020,46
【要旨】 当事者の主張の中核的部分を取り上げ
ず、当事者が行っていない陳述に基づいて下され
た仲裁判断は、当事者の審問請求権を侵害するも
のであり、公序に反する。仲裁判断取消しに際し
て仲裁廷への事件差戻しを認めたドイツ民事訴訟
法（ZPO）1059条4項は、執行宣言手続において
も類推適用されうるが、当事者の一方だけがそれ
を求めており、当事者の審問請求権に対する重大
な侵害があった場合、差戻しは認められない。
【事件概要】 Xは、原子力発電所の配管設置工事
を請け負ったYから下請作業を委託されたが、工

事の遅れから追加の作業が必要となったため、報
酬や費用の追加支払い等を求めて、ドイツ仲裁協
会で仲裁を申し立てた。しかし、仲裁判断におい
てXの請求は一部しか認められず、仲裁費用の大
部分がXの負担とされたため、Yは訴えを提起し、
自らの支払額と相殺した残額につき、仲裁判断の
執行宣言を求めた。これに対してXは、申立ての
却下と仲裁判断の取消しを求めたが、上級ラント
裁判所（OLG）は執行宣言申立てを認容し、取
消申立てを却下したため、Ｘが法律抗告を行った。
【決定要旨】 抗告認容。
仲裁手続においてXは、自らの請求の根拠とし
て、契約の適応を定めた準拠フィンランド法の規
定の適用を主張したが、Xによると、仲裁廷はこ
れに適切な考慮を払うことなく、Xが行っていな
い陳述等を主な根拠として請求を棄却したのであ
り、これは仲裁判断取消事由に該当する。OLG
はこの主張を認めず、仮に仲裁廷が当該規定の意
義や機能を見誤ったとしても、それは単なる法適
用の誤りにすぎず、法的審問請求権の侵害になら
ないという。しかし、仲裁判断の全体的内容に照
らすと、仲裁廷は、Xの主張の中核的部分を考慮
することなく、Xが行っていない陳述を基礎とし
て判断したと見ることができ、この点において、
Xの審問請求権を侵害したといえる。よって、当
該仲裁判断は、ZPO1059条2項2号b、同1060条2
2）
項1号 にいう公序に反するものとして取り消さ
れ、執行宣言申立ては却下されなければならない。
ZPO1059条4項によると、仲裁判断取消申立て
を受けた裁判所は、「適当と認める場合、当事者
の申立てに基づき、仲裁判断を取り消して、事件
を仲裁廷に差し戻すことができる」。この規定は、
仲裁判断取消事由があるために、執行宣言申立て
が仲裁判断を取り消して却下される場合にも類推
適用される。しかしながら、本件のように、Yだ
けがこの差戻しを求めており、しかも当事者の法
的審問請求権に対する顕著かつ重大な侵害が認め
られるような場合には、仲裁廷への差戻しは認め
られない。

2）ZPO1059条2項2号bは、「仲裁判断の承認・執行が公序に反する結果をもたらすこと」を仲裁判断取消事由として
規定する。また同1060条条2項1号は、「執行宣言を求める申立ては、1059条2項に掲げる取消事由の1つが存在する場
合には、仲裁判断を取り消して、却下しなければならない」という。
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国際商事仲裁ADR文献紹介（19）

関西大学大学院法務研究科教授

酒井 一

Hajime Sakai

国家が仲裁合意の当事者となり、仲裁判断にお

終局面と考えられている。しかし国家財産に向け

いて一定の給付（債務の履行）を命じられたにも

られた執行行為はこれと別であり、英国裁判所の

かかわらず、
その任意の履行に応じなかった場合、

管轄に服することは執行行為に対する同意とは異

相手方は強制執行手続により履行の実現を図らざ

なるとされる。仲裁合意によって、国家は仲裁判

るをえなくなる。私人・私企業が執行国以外の国

断の承認及び執行許可状の付与について英国裁判

家に対する強制執行を申し立てる際には、常に執

所からの免除を放棄することとなるが、主権的・

行免除の問題が提起されることになる。今回は、

非主権的財産の差押えに関しても免除を放棄する

仲裁判断の執行との関係におけるこの問題を扱う

ものではないとするのが英国裁判所の解釈であ

Meer Brenninkmeijer; Fabien Gélians, Execution

る。明確化するため、執行免除に関して個別の書

Immunities and the Effect of the Arbtration

面による明示の放棄が必要とされている。米国の

Agreement, Journal of International Arbitration

状況も同様であるが、外国主権免除法は、仲裁合

2020 vol. 37 Issue 5 pp. 549-588を紹介しよう。

意またはその基礎にある紛争が米国との関連性を

内容は概要以下のとおりである。

有することを必要とする。フランスにおいても裁

国境を越えた効果的な執行が約されていること

判権免除は執行免除を含まないとされる。破毀院

が仲裁の魅力である。主権免除の原理がいまだ仲

は、
「確定的かつ明確」に放棄されなければならず、

裁判断の執行に対するほぼ絶対的な障害となって

裁判権免除の放棄と執行からの免除放棄は別であ

おり、仲裁判断が画餅に帰すことにもなる。かつ

るとした。Loi SapinⅡが変化をもたらし、民事

ての絶対免除主義から制限免除主義への移行は、

執行法L111-1-3が外交財産に対する特別規定を置

進んで商業活動に従事する国家の同意にも基づい

いたが、なおも明示かつ特定の放棄が必要とされ

ている。仲裁との関係においては、仲裁合意は主

ている。フランスでは明示の同意が求められる。

権免除の放棄とされる。

一般に、仲裁合意によって、裁判権からの免除を

英国では、仲裁合意は裁判権（jurisdiction）に

放棄することになるが、執行からの免除を放棄する

関する免除の放棄となるが、執行（execution）に

ものでないことになる。しかし、国家が任意に服し

関する免除放棄ではないとされ、1978年主権免除

た法的義務の結果として、仲裁合意を執行からの免

法に規定された。外国仲裁判断の執行に関連する

除の黙示的放棄と解釈するのが論理的であろう。国

手続まで排除される理由はないとされ、執行決定

際仲裁制度は執行に関しては現在も国家裁判所に依

（exequatur）あるいは執行許可（leave）は仲裁判

存しているが、裁判所は、仲裁の目的を阻害する過

断承認の一側面あるいは仲裁手続を実効化する最

去の解釈に囚われている。モラルハザードや越境的
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投資の妨げともなるだけでなく、仲裁判断の不履行

義と変わらない結果にもなる。制限免除主義を採用

に対して責任があることにもなる。

する代わりに、仲裁合意に黙示の放棄を認めるべき

執行決定が付された仲裁判断に基づく財産差押

である。免除の放棄に関しては、現在の実務での支

えの可能性も問題となる。国家の仲裁合意は、裁

配的見解では、国家は、仲裁合意によって、あらゆ

判権免除の放棄と同じく執行免除の放棄も含むと

る裁判権からの免除を放棄するが、執行からの免除

した判決もみられる。スイスの判例は、執行免除

を放棄するものではない。しかし、ここにも徐々に

の放棄は裁判権免除放棄の結果と捉え、制限免除

変化がみられる。仲裁合意をより広く捉えようとし、

主義によって認められた裁判権を無意味にすると

仲裁合意が裁判権免除の放棄と同様に、執行免除の

して、外国国家の財産に対する執行からの免除を

放棄を包含するものと捉える裁判もあるが、やはり

否 定 す る 傾 向 に あ る。 も っ と も 内 国 関 連 性

例外というべきである。

（Binnenbeziehung）を要件とし、明らかな主権目

主権免除の放棄は、他の主権国家に対する不当

的財産ヘの執行は認めないとの限定がある。また、

な権限行使でなく、国際仲裁のネットワークをよ

フランスでも、ICC規則24条によって仲裁判断の

り実効的にする。また、国家と外国私人との利益

履行の合意が執行免除の放棄を包含するとした破

の抵触は、国際仲裁においては調整済みである。

毀院判決がある（Creighton Ltd. v. Qatar事件）。

より強固な免除を与えられた健全かつ実現可能な

これらの判決は、信義誠実の原則に依拠し、二重

財産類型を導き出し、それ以外の財産に関しては

の放棄の可能性を認めるが、例外である。

黙示の放棄を認める方がよい。仲裁合意によって

こうした概念的区分は、歴史的に、判決の宣告
は執行よりも外国への介入がより少ないとの意識
に基づいている。

執行免除が認められなくなることによって、か
えって国家の尊厳は保たれる。
仲裁制度は、本質的に仲裁合意や仲裁判断の実

明示の合意を必要とすることは、正義・法の支配

効的な実現のために裁判所と協働しなければなら

に対する不当な負担となる。仲裁合意をもって裁判

ない。現在の支配的見解とは異なり、仲裁合意に

権及び執行免除の黙示的放棄とすべきである。この

よる裁判権免除と執行免除の二重の放棄（double

結論は、主権国家が任意に受容した義務から導くこ

waiver）を承認すべきである。執行免除の放棄に

とができる。契約当事者は、不利な判断への服従を

明示の同意を求めるならば、最も重要な利益であ

含んだ全ての結果を引き受けたものとしなければな

る正義に対して不当な負担を課す結果となろう。

らない。主権免除の放棄が執行免除を含むとするの

最後に若干のコメントを加えよう。論文構成と

は、契約は守られなければならない（pacta sunt

しては、全体的に繰り返しも多く、必ずしも必要

servanda）という原則の適用結果に過ぎない。

でない記述がみられ、若干冗長な印象を受ける。

仲裁を合意した国家は、仲裁判断の実効的履行

しかし、執行免除における制限免除主義が、絶対

から逃れられない。
ニューヨーク条約の締約国は、

免除主義と同様に執行の妨げとなっているとの指

必ず仲裁判断を国際的に執行可能とする枠組みを

摘は鋭い。執行免除一般について再考を促すこと

考案し、それが国際的な裁判制度の重要な特質と

につながる。執行免除の放棄を仲裁合意自体に求

して望ましいと考えてきた。

め、仲裁の基本に立ち帰った簡明な立論をし、国

執行免除は、時代遅れで見当違いである。主権免

家に対する仲裁判断の執行可能性を広げようとす

除法は、常に進化しており、絶対免除主義はすでに

る意欲的論稿と評価できる。もっとも、もっぱら

過去のものと広く認められるようになり、制限免除

主権目的に供される財産の差押えを否定するよう

主義が広く国際的法実行で支配的となっている。し

であり、支配的見解との実際上の相違は必ずしも

かし、制限免除主義が採用されたとしても、主権的

明確ではない。この点に関する立証の負担を国家

行為と商業的ないし業務管理的行為との区別は明白

の側に負わせようとする点で目新しく、執行対象

でなく、不便宜、不正義のもとであり、絶対免除主

を拡張する可能性を持った見解である。
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国際民事執行・保全法裁判例研究（37）

国際的な債権執行の管轄（上）――2020年12月10日の二つのフランス破毀院判決
（Cass. 2e civ., 10 déc. 2020, n°18-17. 937及び n°19-10. 801）

慶應義塾大学法学部教授

大濱しのぶ

Shinobu Ohama

を基準とする説（第三債務者基準説）が挙げられ

Ⅰ．はじめに

る2）。

一般に、強制執行は、国家主権の発動であるか

執行債務者基準説については、中野貞一郎教授

ら、対象となる財産が国内にある場合に限られると

らによれば、執行を受ける債務者が日本の裁判権

される（属地主義）が、債権の所在地は、観念的

（強制執行権）に服する者であることが、同人の

で、明らかではないことから、国際的な債権執行に

権利に対する日本の執行管轄権を認めるのに必要

ついては管轄の問題が生じる。以下では、この問

かつ十分であり、国内執行の管轄規定からの逆推

題に関する2020年12月10日のフランス破毀院第2

知や第三債務者の普通裁判籍の所在や送達の可否

民事部の二つの判決（n°18-17. 937及びn°19-10.

に立ち入るまでもないと説かれている3）。日本の

801。前者を①事件〔判決〕
、
後者を②事件〔判決〕

実務も執行債務者基準説を採用しているようであ

1）

という）を紹介する 。その前に、日本の状況に

り、東京地裁民事執行センターでは、第三債務者

関し、簡単に触れておく。国際的な債権執行の管

が外国に居住する外国人又は日本に営業所を有し

轄の判断基準については、様々な見解があるが、

ない外国法人であっても、執行債務者が日本に所

主なものとして、執行債務者を基準とする説（執

在する限り、差押命令を発令してよいとの取扱い

行債務者基準説）
、
（被）差押債権の訴求可能地を

であるとされる4）。実務は、基本的には、国際的

基準とする説（訴求可能地基準説）
、第三債務者

債権執行の管轄を国際裁判管轄の問題として捉え

1）①②事件は、破毀院の民事判例集(Bull. civ.)登載判例であり（現時点では登載箇所不詳）、https://www.legifrance.
gouv.fr/等で閲覧できる。①②事件の評釈として、L. d’Avout, D. 2021, p. 217 ; O. Salati, Gaz. Pal. 2 févr. 2021,
p. 70 ; P. Théry, RTD civ. 2021, p. 195 ; S. Piédelièvre, RD bancaire et fin. 2021, comm. 15 ; G. Cuniberti, Rev. crit.
DIP 2021, p. 371 等がある。①②事件は、G. Cuniberti教授から御教示頂いた。①事件に関する同教授の見解は、上
記評釈に先駆けて、European Association of Private International Lawのブログ（https://eapil.org/2021/03/18/
french-supreme-court-redefines-territoriality-of-enforcement-over-debts/）にも公表されている。なお、このブログ
で言及されているように、②事件は、その英訳が破毀院のウェブサイトにある。
2）この分類は、酒井一「国際的債権執行における若干の問題」国際私法年報7号（2005年）118頁に依拠した。従来
の学説の詳細は、日比野泰久「債権差押えの国際管轄と差押命令の送達」名城法学47巻1号（1997年）101頁以下。
この他、相澤眞木＝塚原聡編著『民事執行の実務（第4版）債権執行編（上）』（金融財政事情研究会、2018年）42頁
以下、伊藤眞＝園尾隆司編集代表『条解民事執行法』（弘文堂、2019年）1253頁〔下村眞美〕等参照。
3）中野貞一郎=下村正明『民事執行法（改訂版）』（青林書院、2021年）686頁。中野貞一郎教授らの見解について、
研究会では、原則として差押債権の所在地（第三債務者の住所地等）を執行管轄権の基準とすることを認めた上で、
付加的に、執行債務者の住所等が国内にあれば管轄を認めてよいとするものとして理解すべき旨の指摘があった。
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る観点から、債務者の普通裁判籍の所在地を原則

預金債権の差押えの可否が問題となった。二つの

的な管轄原因とする民事執行法144条1項前段に

破毀院判決は、判旨（（ⅰ）の部分）も共通するが、

5）

基づいて、この説を支持するようである 。国際

結論は異なり、差押えを解除（mainlevée）した

裁判管轄を否定すべき「特別の事情」
（民訴3条の

原判決を、①事件では破毀し、②事件では正当と

9）
（従来の判例にいう「特段の事情」
）の解釈に

する。①事件については、原審に関してもやや詳し

関しては、第三債務者の不利益に配慮する見地か

く述べることにする。なお、フランスの（金銭）債

6）

ら、柔軟に解すべきものとする裁判例 もあるが、

権執行の制度は、帰属差押え（saisie-attribution）

東京地裁民事執行センターは、柔軟な解釈には消

と呼ばれる。その名のように、差押債権者に（執

7）

極的のようである 。

行債権額まで）差押債権を即時に帰属させる効果

訴求可能地基準説は、債権執行を、第三債務者

を生じるものであり（民事執行法典L211-2条1

に対し日本で裁判上請求できる場合に限るもので

項）、「日本の転付命令よりも強力な、優先主義を

ある。兼子一博士は、その理由に関し、債権執行

強く貫徹させた制度」と評される10）。また、帰属

の対象となる権利は、日本に在る権利に限られる

差押えの執行機関は、裁判所ではなく、執行吏11）

こと、日本で権利を強制的に実現できる場合でな

（huissier de justice）である。債権者は、執行吏

ければ日本で執行することは無意義であることを

が作成した差押書を、第三債務者に対し（執行吏

8）

挙げる 。この説も、広い意味では、第三債務者

が ） 送 達 す る こ と に よ り、 差 押 え を す る（ 同

を基準とする考え方に属するものとみることがで

R211-1条1項）。

きる。第三債務者基準説は、差押命令について、
第三債務者に対する支払禁止を本質的内容とし、
この支払禁止もその送達も、国家裁判権の作用で
あるから、第三債務者が日本の裁判管轄外にある
場合、
差押命令の発令は（外国主権の侵害となり）
許されないとする9）。

Ⅱ．①事件（Civ.Ⅱ 10 déc. 2020, n°1817. 937）
【事案の概要】
Xら3名（この内2名の住所はフランスのようで

国際債権執行の管轄に関し、日本でとくに問題

あるが、残りの1名の住所はベルギー）は、1989

にされてきたのは、第三債務者が住所等（普通裁

年から2001年までフランスのY国（米国）大使館

判籍）を国内に有しない場合である。上述の日本

に勤務し、2008年12月8日に死亡したAの相続人

の学説も、概していえば、このような場合を想定

である。労働審判所は、2009年10月5日の判決に

したものと思われる。以下で紹介する二つの破毀

より、Ｙ国及びその代表としてＹ国大使に対し、

院判決の事案も、第三債務者が外国に本店所在地

連帯して、不当解雇（licenciement sans cause

がある外国法人であるが、国内に事業所がある場

réelle et sérieuse）による賠償金として13万6000

合であり、執行債務者も外国等である。①事件で

ユーロをXらに支払うべき旨を命じると共に、こ

は不動産の賃料債権の差押え、②事件では銀行の

の判決の送達から3か月内に履行しないときは、

4）相澤＝塚原・前掲注2）45頁。
5）相澤＝塚原・前掲注2）43頁・45頁、大阪高決平成10年6月10日金法1539号64頁。
6）前掲注5）大阪高決平成10年6月10日。
7）相澤＝塚原・前掲注2）45頁。
8）兼子一『増補強制執行法』（酒井書店、1951年）191頁。
9）中田淳一「執行行為の瑕疵」民事訴訟法学会編『民事訴訟法講座（4）』（有斐閣、1955年）1035頁。なお、同
1026頁は、日本の裁判権に服しない者に対する執行も許されないとする。
10）山本和彦「フランスの民事執行法典――概説」法務省大臣官房司法法制部『フランス民事執行法典』法務資料
466号（2018年）17頁。
11）執行吏の訳語に関し、前掲注10）『フランス民事執行法典』36頁〔荻村慎一郎〕参照。

68巻11号［2021.11］

54-58_国際民事執行・保全法裁判例研究（37）_大濱先生.indd 55

55

2021/10/29 11:03

1日につき1000ユーロを間接強制金（アストラン

その本店所在地も米国にあるBとの間に成立した

ト）としてXらに支払うべき旨を命じた。この判決

不動産賃貸借契約から生じた債権であること、Ｂ

は、2010年2月16日に送達された。同じ労働審判

のパリ事務所は、本件差押債権に関する不動産賃

所は、2012年5月22日の判決により、間接強制金

貸借の管理において何ら自律性を有しないもので

の総額を73万4000ユーロと確定し 、この判決

あり、賃貸人との関係において本店を代表するも

は、同年10月4日に送達された。2014年7月8日、

のでもなく、本件差押債権の債務者ではないこと

Y国は、上記二つの判決に対し、控訴を提起し、

等も主張した。これに対し、Ｘらは反論し、債権

Y国大使は、この訴訟に任意参加した。控訴院は、

は、性質上、その所在地を決定することができな

2016年9月20日の判決により、Yの控訴及びY国

いものであり、第三債務者のフランス国内の事業

大使の任意参加（の申出）を却下した（irrecevable）

所で、フランスの執行吏が債権の差押えをするこ

12）

が、破毀院は、2019年2月21日の判決

13）

により、

とは、強制執行の属地性原則に反するものではな

上記控訴院判決のうち、2012年5月22日の判決に

いこと、民事執行法典R211-1条は、債権者は、執

対するY国の控訴を却下した部分を破毀し、控訴

行吏証書を第三債務者に執行吏送達して差押えを

院に差し戻した 。差戻しを受けた控訴院は、

する旨を規定するが、同条は、証書の送達場所を

2020年10月8日の判決で、2012年5月22日の判決

明らかにしていないため、民事訴訟法典690条1項

を取り消した。

に従い、法人に対する送達は、その事業所の所在

14）

ところで、2014年5月15日、Xらは、労働審判

地ですべきこと、本件の賃貸借契約は、フランス

所の上記二つの判決（2009年10月5日判決及び

で署名され、パリにある建物に関するものであり、

2012年5月22日判決）に基づいて、
Y国のB（ジョー

賃料はパリで支払われるから、その賃料債権を差

ンズ・デイ。法律事務所）に対する賃料債権（本

し押さえることができること等を主張した。

件差押債権）の帰属差押えをした（本件差押え）。

控訴院は、2018年4月5日の判決（原判決）に

Bは、米国法上の会社で、本店所在地は米国のオ

より、第一審判決を取り消し、本件差押えの解除

ハイオにあり、上記の賃料は、Y国が所有する不

（mainlevée）を命じた。その理由は、概ね、次の

動産の中にあるパリの事業所（établissement）の

ようである。原則として、執行方法は、明らかに

賃料である。本件差押えは、Bのパリ事務所に送

各国の国内法の管轄に属し、執行を求めた当事者

達された。Y国は、本件差押えに対し、執行裁判

又は執行を受ける当事者の国籍を考慮する必要は

官に異議を申し立てたところ、執行裁判官は、

ない。執行方法の適用は、これを命じた裁判所（が

2017年5月9日の判決（第一審判決）により、Y国

属する国）の領域内に限定されるからである。相

の異議を斥けたが、これに対し、Y国が控訴した。

関的に、国家の独立及び主権の原則に基づいて、

控訴審において、Y国は、本件差押債権の所在

フランスの裁判官は、外国において実施されるべ

地は外国にあるから、本件差押えは強制執行の属

き強制執行処分又は保全処分を命じ、又は許可す

地性原則（principe de territorialité）に違反する

ることはできない。これを認める国際条約又は共

旨を主張した。また、この原則により、執行吏は

同体法がある場合は、別であるが、本件ではその

本件差押えをする権限を有しないこと、本件差押

援用はない。フランスの国際私法では、債権の所

えは法人格のないものに対して行われたこと、本

在地は、原則として、債務者の住所地であること

件差押債権は、Ｙ国（米国）と米国法上の会社で、

が認められている。こうしたことから、差押債権

12）フランスでは、間接強制金は、その総額を確定する裁判を経ないと、強制執行をすることができない（民事執行
法典R131-3条1項）。
13）Civ.Ⅱ 21 février 2019, n°16-25. 266.
14）破毀院が原判決を破毀して差し戻す場合、原判決をした裁判所と同種の別の裁判所又は別の裁判官により構成さ
れる同一の裁判所に差し戻す（司法組織法典L431-4条1項・民事訴訟法典626条）。
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の所在地が外国にあるときは、
属地性原則により、

の支払を得るため、債務者の金銭債権を第三者に

その帰属差押えは効力を生じないことになる。故

対して（entre les mains d'un tiers）差し押さえ

に、差押債権の所在地を探求すべきである。本件

ることができる」。「このような処分は、第三債務

では、差押債権は、Y国（米国）と、本店所在地

者に対する強制の行使を前提とする以上、国家の

がオハイオにある米国法上の会社との間で署名さ

独立及び主権の原則に基づく執行手続の属地性原

れた不動産賃貸契約に基づくものであり、差押債

則（règle de territorialité）により、第三債務者

権の所在地は必然的に米国にある。賃借物がフラ

がフランスに所在する（établi）場合でなければ、

ンスにあること、賃料がフランスにある銀行口座

その効力を生じない」。
「第三債務者である法人は、

から支払われること、
Ｂのフランスにおける「パー

その本店所在地がフランスにある場合にせよ、そ

トナーシップ」には訴訟行為をする又はこれを受

の者に対する差押債務者の債権について弁済をす

ける（ester en justice）権限等が認められている

る権限を有するもの（entité）をフランスに有す

こと、その構成員が差押書の受領を承諾したこと

る場合にせよ、フランスに所在する」。

は、あまり重要ではない。控訴院は、このような

（ⅱ）「原判決は、第一審判決を取り消し、帰属差

ことを述べ、本件差押えにより、Ｙ国が外国に有

押えの解除を命じるにあたり、差押債権が、Y国

する債権に対し即時帰属の効果を認めることは、

（米国）と、本店所在地がオハイオにある米国法

民事執行手続の属地性原則に抵触するとした 。

上の会社との間で署名された不動産賃貸借契約に

Xらは、原判決の破毀を申し立て、次のように主

基づくものであり、差押債権の所在地は必然的に

15）

張した。民事執行手続の属地性原則は、フランスの

米国にあるとする」。原審のこのような判断は、

執行機関が、外国の領域に事実的に介入すること

国家の独立及び主権の原則並びに民事執行法典

（intervenir matériellement）を禁止するにしても、フ

L211-1条に違反する。

ランスに事業所を有する外国法人に対する債権の帰
属差押えの実施を妨げるものではない。その帰属差
押えは、債務者に対する法人の債務の範囲を明らか
にして実施し得るものであり、外国の領域に事実的
に介入するわけではなく、その主権の侵害に当たら

Ⅲ．②事件（Civ.Ⅱ 10 déc. 2020, n°1910. 801）
【事案の概要】

ないからである。原判決は、フランスで職業的活動

2016年11月15日、パナマに住所があるXは、フ

を行うことを目的とする外国法人のフランスの事業

ランスにおいて執行力を有する仲裁判断に基づ

所のために、フランスにおいて不動産の賃貸借につ

き、パナマ国及びＹ1（パナマ運河庁16）Autoridad

いて支払われる賃料の債権の所在地を米国とみな

del Canal de Panama）を債務者として、ロンド

し、強制執行の属地性原則により、帰属差押えは、

ンを本店所在地とする外国法上の会社で、銀行で

この債権を獲取する（appréhender）ことができ

あるＹ2（スタンダード・チャータード銀行）の

な い と し て お り、 民 事 執 行 法 典L211-1条 及 び

パリ支店に対し、帰属差押えをした（本件差押え）。

L211-2条並びに国際私法の諸原則に違反する。

Ｙ2は、執行吏に対し、まず、債務者の名で開設

【判旨】
破毀差戻し

された口座を有しないことを通知し、次いで、Ｙ
2のニューヨーク支店が、Ｙ1の口座のための資

（ⅰ）
「民事執行法典L211-1条によれば、金額が

金を有していることを通知した。Ｙ1及びＹ2は、

確定し（liquide）
、期限が到来した（exigible）債

執行裁判官に異議を申し立てたところ、執行裁判

権を証する執行名義を有する全ての債権者は、そ

官は、差押えの解除を命じ（第一審判決）、控訴

15）CA Paris, 5 avril 2018, n°17/10051.
16）「パナマ運河庁」は、国際法学会編『国際関係法辞典（第2版）』（三省堂、2005年）718頁では「パナマ運河機構」
と訳されており、パナマ運河を運営するパナマ政府機関とされる。
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院は、2018年5月21日の判決（原判決）により、

払を得るため、債務者の金銭債権を第三者に対し

第一審判決を維持した。

て差し押さえることができる」。「このような処分

Ｘは、原判決の破毀を申し立て、三点を主張し

は、第三債務者に対する強制の行使を前提とする

たが、第1点のみ掲げる。第2点及び第3点は、差

以上、国家の独立及び主権の原則に基づく執行手

17）

押書の送達の違法に関するものである 。
⑴

民事執行手続の属地性原則は、フランスの

続の属地性原則により、第三債務者がフランスに
所在する場合でなければ、その効力を生じない」。

執行機関が、外国の領域に事実的に介入すること

「第三債務者である法人は、その本店所在地がフ

を禁止するにしても、フランスに事業所を有する

ランスにある場合にせよ、その者に対する差押債

外国法人に対する債権の帰属差押えの実施を妨げ

務者の債権について弁済をする権限を有するもの

るものではない。その帰属差押えは、債務者に対

をフランスに有する場合にせよ、フランスに所在

する法人の債務の範囲を明らかにして実施し得る

する」。

ものであり、外国の領域に事実的に介入するわけ

（ⅱ）「控訴院は、（本件の差押）債権が、本店

ではなく、その主権の侵害に当たらないからであ

所在地をロンドンとするY2のニューヨーク支店

る。原判決は、強制執行の属地性原則により、

におけるY1による銀行口座の開設によるもので

Y2のフランスにある支店に対して行われた帰属

あることを確認した後に、差押債務者の名で口座

差押えは、Y1の債権を獲取することができない

が開設されていない支店に対し、フランスで行わ

とし、その理由として、この債権は、ロンドンを

れた帰属差押えの解除を命じたことは、これらの

本店所在地とするY2のニューヨーク支店におけ

原則の正当な適用によるものである」。

るY1の銀行口座の開設によるものであること、

第2点及び第3点について。「この破毀申立理由

帰属差押えは、Y１が外国において有する債権に

は、帰属差押書の送達の方式に関する、判決の余

対して即時帰属の効果を生じることを挙げてお

分な理由（motifs surabondants）を攻撃するもの

り、民事執行法典L211-1条及びL211-2条並びに

で、効力を有しない（inopérant）。執行処分の解

国際私法の諸原則に違反する。

除が命じられた根本的な理由（motifs de fond）は、

【判旨】

フランスにおける銀行の事業所で、差押債務者の

破毀申立て棄却（rejet）

名で開設された口座を有しないものに対しては、

第1点について。
（ⅰ）
「民事執行法典L211-1条

執行処分をすることができないことによるからで

によれば、金額が確定し、期限が到来した債権を

ある」。

証する執行名義を有する全ての債権者は、その支

17）破毀申立理由として主張されている第2点及び第3点は、次のようである。
第2点 民事執行法典R211-1条は、債権者は、執行吏証書を第三者に送達して、差押えをする旨を規定するにしても、
民事訴訟法典690条は、私法人又は商工業的公施設法人(établissement public à caractère industriel ou commercial)を
名宛人とする送達は、その事業所の所在地で行う旨を明らかにする。原判決は、Ｙ2のフランスの支店が差押債務者
の口座を有しない以上、帰属差押調書は上記支店に違法に送達されたとしており、民事執行法典R211-1条及び民事
訴訟法典690条に違反する。
第3点 民事訴訟法典694条は、送達の無効について、訴訟行為の無効に関する規定を適用する旨を定め、民事訴訟
法典114条は、形式的瑕疵(vices de forme)について、無効の宣言を瑕疵(irrégularité)により生じた不利益(grief)の証明
にかからしめている。本件で、Ｙ2のフランスの支店に対する差押調書の送達が違法であるとすると、形式的瑕疵に
よる無効が問題になり得るのは、それにより生じた不利益をＹ2が証明する場合にすぎない。原判決は、何ら不利益
を確認することなく、上記支店が差押債務者の口座を有しない以上、帰属差押調書は違法に送達されたことを理由と
しており、民事執行法典R211-1条並びに民事訴訟法典114条、690条及び694条に違反する。
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紛争解決条項のヒント
2019年6月号より本連載をスタートし、これまで様々な仲裁条項をご紹介してきました。これまでの掲
載記事は、下記の一覧のとおりです。
掲載記事一覧（2019年6月～2021年10月）
掲載号
2019年6月号

タイトル
「商事仲裁規則」の迅速仲裁手続によって仲裁を行う場合の仲裁条項

2019年7月号

交差型仲裁条項

2019年8月号

仲裁人の要件を規定する仲裁条項

2019年10月号

仲裁人の数を規定する仲裁条項

2019年11月号

仲裁手続の言語を規定する仲裁条項

2019年12月号

多層的紛争解決条項

2020年1月号

機関仲裁条項（仲裁機関を指定する仲裁条項）

2020年2月号

仲裁費用の負担を定める仲裁条項

2020年3月号

準拠法条項と仲裁条項

2020年4月号

仲裁規則を規定する仲裁条項

2020年5月号

手続期間を規定する仲裁条項

2020年6月号

紛争の発生後に締結する仲裁合意

2020年7月号

文書提出を規定する仲裁条項（IBA規則の採用）

2020年8月号

文書提出を規定する仲裁条項（プラハ規則の採用）

2020年10月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（１） 内容：交渉のポイント

2020年11月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（２） 内容：準拠法

2020年12月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（３） 内容：仲裁機関

2021年1月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（４） 内容：仲裁地

2021年2月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（５） 内容：言語

2021年3月号

仲裁合意違反に対する制裁を規定する仲裁条項

2021年4月号

中国での仲裁判断の執行を念頭に置いた仲裁条項

2021年5月号

準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（６）
内容：準拠法条項と仲裁条項に関する契約交渉（５）の訂正

2021年6月号

台湾での仲裁判断の執行を念頭に置いた仲裁条項

2021年7月号

関連する複数契約にそれぞれ仲裁条項を置くことになる場合

2021年8月号

JCAAのもとでUNCITRAL仲裁を行う場合の仲裁条項

2021年9月号

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

2021年10月号

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

通常、仲裁条項は、仲裁合意と仲裁手続の合意によって構成されています。仲裁合意とは、紛争を仲
裁で解決すること自体についての合意であり、仲裁手続の合意とは、どのような仲裁手続を行うかにつ
いての合意です。このうち、本連載で取り扱ってきたことは、後者の仲裁手続準則の問題です。
仲裁手続の合意は、適用される仲裁法の強行規定に反しない限り、当事者が自由に合意することがで
きます。仲裁機関、言語、仲裁人、費用、仲裁地、開催方法、審理の方法（書面だけ、対面か、ウェブ
会議方式か）
、書面の提出や証人尋問の方法など、自由に合意し定めることができます。そして、この点
がまさに仲裁の特長ともいえます。それぞれのニーズに適合する仲裁手続合意をするにあたって、上記
の記事が少しでもご参考になれば幸いです。
本連載は本号をもってしばらくの間お休みをいただきます。

68巻11号［2021.11］

59_紛争解決条項のヒント.indd 59

59

2021/11/01 10:19

JCAAからのお知らせ
Miriam Rose Ivan L. Pereira弁護士と山川亜紀子弁護士がJCAAの仲裁ADR広報
担当に就任しました。

Miriam Rose Ivan L. Pereira弁護士
JCAAには、日本において仲裁および調停事件を管理してきた
長い実績があります。裁判外紛争解決手続（「ADR」）に対する認識・
認知度・優先傾向が高まる中、JCAAは、国内外のあらゆる規模
の企業にとって、日本の主力的紛争解決センターとなる準備がで
きています。私は、ステークホルダーの皆様のご協力とご支援を
賜り、JCAAのADRサービスの推進に貢献できることを大変光栄
に思います。

山川亜紀子弁護士
JCAAは長い歴史と実績を有する日本を代表する仲裁機関です。
仲裁地としての日本も、世界水準の仲裁法が整備され、インフラ
も整っており、食事も美味しく、紛争解決の場として最適です。
国内外の企業の皆様には、国際商事紛争の解決の場として、是非
JCAAを仲裁機関とし、仲裁地を日本とすることをご検討いただ
きたいです。微力ながらJCAAの魅力を広くお伝えするお手伝い
ができて大変うれしく思います。
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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

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

監修：仲谷栄一郎弁護士、中川裕茂弁護士（アンダーソン・毛利・友常法律事務所）
「そのまま使えるモデル英文契約書シリーズ」は、英文契約書作成時に検討
すべき一般的条項を網羅した、経験豊富な渉外弁護士監修による英文契約書
のひな型です。
英語及び日本語の契約条文と各条文の解説を掲載しています。
付属のCD-ROMに英語及び日本語の契約書サンプルがMS-Word形式で収録
されており、
簡単に契約書を作成することができます。
No.1 委託販売契約書

No.7 総代理店契約書【輸入用】

No.2 委託加工契約書

No.8 総代理店契約書【輸出用】

No.3 購入基本契約書

No.9 合弁契約書

No.4 販売基本契約書

No.10 実施許諾契約書【許諾者用】

No.5 OEM（委託者側）製品製造供給契約書【輸入用】

No.11 秘密保持契約書・共同開発契約書

No.6 OEM（製造者側）製品製造供給契約書【輸出用】

No.12 技術ライセンス契約書【中国語版付】

B5判（送料別） 一般価格 2,200円（本体2,000円＋税）

JCAA会員価格 1,650円
（本体1,500円+税）

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

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

・2021年11月10日発行 第68巻11号（通巻773号）
編集兼発行人●板東 一彦
発行所●一般社団法人 日本商事仲裁協会
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3丁目17番地 電話（5280）5181（編集担当）
製作所●株式会社アイセレクト
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-30-6 第3宝生ビル 電話（6806）8503（代表）
名古屋事務所
大阪事務所
神戸事務所
横浜事務所

〒460-8422
〒540-0029
〒650-0046
〒231-8524

名古屋市中区栄2-10-19
大阪市中央区本町橋2-8
神戸市中央区港島中町6-1
横浜市中区山下町2

名古屋商工会議所内
大阪商工会議所ビル
神戸商工会議所会館
横浜商工会議所内

052（223）5721
06（6944）6164（代）
078（303）5806
045（671）7406
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通商課題解決支援サービス「Trade Compass®」

米中貿易摩擦、RCEP発効、TPP拡大など通商課題を見据えた企業の中長期投資の精度向上を支援
デロイト トーマツ グループの通商課題解決支援Webサービス「Trade Compass🄬🄬」は、米中貿易摩擦、近い
将来発効が見込まれるRCEP、英国やタイが参加に関心を示しているTPPなどの通商課題を見極め、FTAの戦略
的な活用を支援するサービスです。

【無料トライアル申込受付中】

デロイト トーマツ コンサルティング合同会社
Products & Solutions
〒100-8361 東京都千代田区丸の内３丁目２−３ 丸の内二重橋ビルディング
TEL：03-5220-8600／E-mail: deloitte_trade_compass@deloitte.com

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

職業用具

商品見本

展示会・国際会議

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

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
◇ 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
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Youtubeにて動画配信中

“JCAA/日本商事仲裁協会”
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
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中央経済社

法務パーソン必携！ 月刊誌

｢ビジネス法務｣

上質・多様な情報を、どこよりも早く。
図表・条項例を用いた解説で、「実務」に寄り添います。
1 年間 12 冊
20,400 円

17,500 円



定価より

15％OFF
約1 冊半お得 ！

2 年間 24 冊
40,800 円



通常価格：1,700 円（税込）

お申込先はこちら！

32,780 円

定価より

20％OFF
約4 冊半お得 ！

https://www.chuokeizai.co.jp/bjh/subscription/

JCAジャーナルの読者におすすめ！ 近刊書籍のご紹介

企業訴訟の和解ハンドブック
―手続・条項作成の実務
企業訴訟における和解の実務について、手続・条項作成の両面から解説。
主要訴訟類型の条項例を多数掲載。また、事例をもとに、裁判官目線から
の解説を盛り込みながら和解の流れを説明。

荒井正児・大室幸子・佐々木奏・奥田隆文〔著〕
定価：3,520 円（税込） Ａ5判 / 276 頁


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