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１．はじめに

JCAAは、2019年2月1日、従前からある商事仲
裁規則等を改正するとともに、新しい仲裁規則と
して「インタラクティヴ仲裁規則」を導入した。
この規則が適用された第1号事件がこのたび和解
に基づく仲裁判断により終結した。本稿は、事件
及び関係者の特定ができないように配慮しつつ、
この規則がどのように機能したのかを、当事者の
了解を得て取りまとめたものである。

JCAAは、最近のプラクティスとして、当事者に
事件終了後にアンケートを実施し、JCAAの手続管
理業務の改善に努めている。具体的にはアンケー
ト用紙を両当事者に送付してJCAA仲裁の使い勝
手その他の感想を伺い、さらに了解を得た担当者
とはオンライン会議システムを通じて直接に意見
を伺っている。本件においても、両当事者の担当
者から、個別に文書で意見を頂き、さらにオンラ
イン会議で本件についての事情等を伺うことがで
きた。本稿はそれらの情報も踏まえたものである。

インタラクティヴ仲裁の実際の運用例を紹介す
ることにより、今後の新しい紛争解決方法として、
この特徴ある仲裁を有効に活用して頂く一助とな
れば幸いである。

２．インタラクティヴ仲裁規則の特徴

インタラクティヴ仲裁規則は、その名称が示す
とおり、仲裁手続の進行の過程で、仲裁廷と当事
者との間の「相互理解のコミュニケーション」を
促し、仲裁廷と当事者との事案及び争点に関する
理解の違いの見極めを可能とすることを目指す点
に特徴がある。具体的には、仲裁廷からの文書に
よる2回の心証開示により、当事者にとって見通
しがよい紛争解決手続を実現しようとするもので
ある。心証開示の1回目は、当事者の主張を仲裁
廷が取りまとめ、それを前提として導き出される
暫定的な事実上・法律上の争点を当事者双方に提
示すること1）、2回目は、コストと時間を要する
証人尋問を実施するか否かを決定する前に、仲裁
廷が重要と思料する事実上・法律上の争点その他
の事項に関する仲裁廷の暫定的な見解を当事者双
方に提示することである2）。いずれの場合も、仲
裁廷は書面により提示することとされ3）、当事者
からのフィードバックをもらい、仲裁廷は必要が
あれば修正版を提示することになる。さらに、こ
のような開示を行うことが仲裁廷に義務付けられ
ていることから、仲裁人が3人で構成されている
場合には、必然的に、手続の初期の段階から仲裁

インタラクティヴ仲裁第１号事件から見る仲裁の新しい活用法

道垣内正人 Masato Dogauchi 小川新志 Shinji Ogawa

JCAA仲裁調停担当執行理事 JCAA仲裁調停部課長

1）インタラクティヴ仲裁規則48条。
2）インタラクティヴ仲裁規則56条。
3）裁判では通常は口頭による心証開示がされるが、関係者の母国語が異なることが少なくない仲裁では文書による
心証開示がされる。
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人間で入念な打ち合わせを行うこととなり、仲裁
人間の相互理解のコミュニケーションも促される
ことになる。

このような「対話」、とりわけ仲裁廷による心
証開示は、日本、ドイツ等の大陸法系の裁判実務
に着想を得たものである。これに対して、英国及
びその法体系を継受している英米法系の仲裁で
は、基本的にコミュニケーションの方向は当事者
から仲裁廷への一方通行であり、このような仲裁
廷からの心証開示は見られない。仲裁人はポー
カーフェイスに徹し、仲裁廷がどの争点について
特に関心を有しているかは当事者が知る機会がな
いまま手続が進行する。そうすると、裁判と異な
り1回限りの手続で決着する仲裁においては、窺
い知れない仲裁廷の心証を慮って、主張する内容
や提出する証拠を当事者が自ら絞り込むことは大
きなリスクとなり、合理的なリスク対応として、
仲裁廷の最終判断に影響を与えうる主張や証拠は
全て出すということにならざるを得ない。これで
は、当事者の主張・立証活動や、仲裁廷による仲
裁判断の作成に要するコストと時間は増大するこ
とになってしまう。このように、世界標準となっ
ている英米法系の仲裁における仲裁廷の心証形成
過程の「ブラックボックス化」は、特に大陸法系
の裁判に馴染みのある当事者の視点から難点と映
るものである。これに対処しようとして導入され
たのがインタラクティヴ仲裁である。

インタラクティヴ仲裁規則は、仲裁判断に至る
プロセスを段階的に当事者に書面で開示し、当事
者は主張・立証を適時に過不足なく効果的に行う
ことを可能とするのみならず、和解に向けた協議
に舵を切る際にも正確な情報に基づくことがで
き、仲裁判断に至る場合であっても、その内容、

コスト、時間等の全ての面で利用者の満足度をよ
り高めることを意図している4）。

３．インタラクティヴ仲裁を利用した背景

（1）紛争の発生
本件は、ある日本企業（A）が製造した部品が、

別の日本企業（B）の完成品に組み込まれて市場
に出たところ、不具合が発見され、その原因がＡ
の部品の瑕疵に起因すると考えたBが、Aに対し
損害賠償を求めたものである。主要な争点は、当
該部品に瑕疵があったかどうかと、瑕疵があった
場合の損害賠償額である。Ｂの請求額は約10億
円であった。

（2）紛争発生後にインタラクティヴ仲裁の利用
を決断

本件に係るＡ・Ｂ間の契約においては、裁判管
轄条項が規定されており、仲裁条項は存在しな
かった。上記の不具合をめぐって当事者間の交渉
が1年以上にわたって行われたが、両者の主張は
平行線を辿った。この交渉行き詰まりの中、代理
人弁護士からの助言により仲裁による解決の途が
浮上した。そして、秘密性が確保されるという一
般的なメリットに加え、仲裁廷による心証開示が
されることにより、短期での解決が可能であり、
その結果、全体のコストも節約できることが見込
まれたことから、インタラクティヴ仲裁規則によ
る仲裁によって紛争を解決することが合意され
た。その際、仲裁人の数を3人とすることも併せ
て合意された。

4）インタラクティヴ仲裁については、道垣内正人「日本商事仲裁協会（JCAA）の新しい動き」NBL1141号（2019年）
4頁、同「JCAAの仲裁制度の改革について」JCAジャーナル66巻1号（2019年）6頁、井原一雄「利用者からみた『イ
ンタラクティヴ仲裁規則』」JCAジャーナル66巻5号（2019年）3頁、柏木昇「インタラクティヴ仲裁規則と仲裁廷の
暫定的な考え方の提示について」JCAジャーナル66巻6号（2019年）3頁、伊藤眞「紛争解決制度としての仲裁の機
能向上とインタラクティヴ仲裁規則2019―仲裁廷の心証開示を中心として」JCAジャーナル66巻7号（2019年）3頁）、
山本和彦ほか「座談会・3つの新仲裁規則の理論と実務」JCAジャーナル66巻9号（2019年）5頁（48-68頁）、垣内秀
介「大陸法的仲裁―JCAAインタラクティヴ仲裁規則とプラハ規則の比較―」JCAジャーナル67巻1号（2020年）8頁、
加藤新太郎「裁判実務からみた『インタラクティヴ仲裁規則』の評価」JCAジャーナル67巻3号（2020年）3頁、道
垣内正人「コモンロー型仲裁へのアンチ・テーゼとしての大陸法型仲裁」早稲田法学95号（2020年）119頁参照。
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４．本件の審理過程と最終結果

（1）審理過程の概要
本件におけるインタラクティヴ仲裁手続は以下

のように進められた。仲裁廷と当事者間で頻繁に
コミュニケーションがなされた様子が見て取れる。

まず、仲裁廷成立後の最初の準備会合において、
仲裁廷は、対話を重視するインタラクティヴ仲裁
規則の趣旨に鑑み、Bが提出した仲裁申立書とA
が提出した答弁書に基づき、当事者の主張及び暫
定的な争点に関する仲裁廷の当面の問題意識を書
面で当事者に提示し、当事者との間で意見交換が
行われた。

その後、当事者からは、この仲裁廷の問題意識
が記載された文書に沿って、主張書面と証拠が提
出された。

第2回準備会合において、仲裁廷は、争点整理
の仮案を書面で当事者に提示し、当事者との間で
意見交換が行われた。そして、後日、当事者は、
当該仮案に対する意見を書面で仲裁廷に提出した
後、仲裁廷は、争点整理案を当事者に電子メール
で送付した。さらにその後、仲裁廷から、当事者
のコメントと追加の書証等を踏まえて、修正した
争点整理が当事者に送付された。

次に、仲裁廷は、当事者に対して、重要な争点
に関する仲裁廷の暫定的な見解を、それについて
の詳細な説明とともに書面で提示した。仲裁廷の
判断により、当初の審理予定で暫定的な見解を示
すこととされていた日においては争点の一部につ
いて暫定的な見解の提示を行い、間隔をあけて、
残りの争点についての暫定的な見解の提示が行わ
れた。

この2回目の暫定的な見解の提示を行った際、
仲裁廷は、当事者に対し、当該見解についての意

見を書面で提出することを求めるとともに、その
後の手続進行に関する意向を確認した。すなわち、
証人尋問等のために審問を開催する必要がないこ
とについては仲裁廷も当事者も同じ認識に至って
いたため、このまま仲裁廷として仲裁判断の作成
作業に入るのか、それとも、調停手続5）を行って
和解を試みる可能性はあるかという点について当
事者の意向が確認され、その結果、当事者は、
JCAAの商事調停規則に基づく調停手続の利用を
合意した（調停人は仲裁人3名をそのまま選任し
た）。

そして、調停手続の結果として、当事者間にお
いて、将来発生しうる不具合に起因する損失の負
担割合を含めて包括的な和解が成立した。これを
受け、当事者は、仲裁廷に対し、和解の内容を仲
裁判断とすることを申し立て、仲裁廷はこれに応
じて、仲裁判断を下した6）。

（2）最終結果――スピードと費用
本事件は、仲裁申立てから1年５カ月、仲裁廷

成立から1年3カ月（途中、仲裁人が調停人とし
て実施した調停手続の期間を除くと約10カ月）
で、当事者間の和解に基づく仲裁判断により終結
した。手続費用は、仲裁人報償金の総額が990万
円7）、管理料金が約420万円、仲裁人経費その他
の費用が約13万円であった（すべて消費税込み）。
なお、これに加えて、当事者は代理人費用を負担
しているが、和解契約において各自負担とされて
おり、金額は不明である。

本事件の当事者の担当者からの文書による回答
及び聞き取りによれば、インタラクティヴ仲裁に
対しては概ね好意的な評価をして頂いた。具体的
には、早期の争点整理と仲裁廷の心証の開示を含
む手続の進行、審理期間と費用、及びJCAAのサ

5）JCAAのインタラクティヴ仲裁規則59条（商事仲裁規則58条も同様）によれば、当事者全員が書面で合意した場
合にのみ、仲裁人は、JCAAの商事調停規則に従い、調停人として和解のための手続を行うことができる。
6）インタラクティヴ仲裁規則63条3項（商事仲裁規則62条3項も同様）は、「仲裁廷は、仲裁手続の進行中に和解し
た当事者双方の申立てがあるときは、当該和解の内容を仲裁判断とすることができる。」と定めている。
7）インタラクティヴ仲裁の大きな特徴のひとつは、当事者間で別段の合意がなされない限り仲裁人報償金が固定額
である点であり、同規則95条1項によれば、3名の仲裁人の場合、当事者選任仲裁人と仲裁廷の長との報償金は請求金
額に応じた固定額が支払われることとされている。請求額約10憶円という本件の場合には、当事者選任仲裁人各250
万円、仲裁廷の長400万円であり、合計900万円（消費税を含まない）となる。
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ポート全般に至るまでご満足を頂けたようであ
る。特に、仲裁廷の2回目の暫定的な意見が記載
された文書は、その後の社内での紛争処理の方針
の検討に際して有用であったとのことである。そ
して、当事者の一方のご担当者からは、仲裁とい
う制度そのものについて十分な知見はなかったけ
れども、今後は積極的に契約書に仲裁条項を記載
していきたいという回答を頂いた。

５．おわりに

このインタラクティヴ仲裁規則適用第1号事件
の誕生は、仲裁そしてインタラクティヴ仲裁規則
の利点を踏まえ、インタラクティヴ仲裁が当事者
のニーズに合致するという確信をもって当事者に
勧められた先進的な代理人弁護士の存在と、それ
までに自社で経験のなかった仲裁を紛争解決方法

として選択するだけでなく、前例のない仲裁規則
を利用することまで社内の意思決定を獲得するこ
とに成功された担当者の存在を抜きには語ること
ができないものである。また、結果として当事者
双方の満足のいく形で紛争解決が実現できたこと
は、前例のない中で、早期にかつきめ細やかな争
点整理を行うなど創意工夫と熱意をもって本件の
解決に臨まれた仲裁人各位の尽力の賜物である。

インタラクティヴ仲裁により両当事者から高評
価を頂ける紛争解決に至ったことは、この新しい
仲裁を選択することが当事者のニーズに合致して
いるという状況が世の中に現に存在することを示
すものであるように思われる。今後、本稿で紹介
した実例を参考に、インタラクティヴ仲裁を紛争
解決方法の有力な選択肢として組み込んで頂けれ
ば幸いである。
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国際仲裁を巡っては、政府骨太方針20171）で国
際仲裁の活性化に向けた基盤整備が国の成長戦略
の施策として取り上げられて以降、日本における
国際仲裁活性化を促すための取組みがなされてい
るところである。筆者は企業法務に長年携わり、
民間企業の視点で国際仲裁に関与してきた。また、
縁あって国際商業会議所（ICC）日本委員会の内
部機関である仲裁委員会にて本年８月まで委員長
として、ICC仲裁の運用を見てきた。そうした民
間企業側と仲裁機関側の視点から、本稿では日本
での国際仲裁の現状を整理し、今後の展望につい
て私見を述べてみたい2）。

Ⅰ．国際紛争解決手段としての仲裁

1. 仲裁の利点
言うまでもないかもしれないが、仲裁は国際ビ

ジネス紛争の解決手段としてはグローバル・スタ
ンダードである。金銭消費貸借契約のように債権
債務の額が明確で100か0かを求める場合には裁
判所への提訴が解決手段として選択されることも
あるが、その他の契約においては仲裁が紛争解決

手段とされていると考えてよい。実際、企業が用
意する様々な国際契約書雛形において紛争解決手
段として選択されるのは仲裁であり、雛型が規定
する仲裁規則や仲裁地が変更されることはあって
も、仲裁以外の紛争解決手段が選ばれることはま
ずない。因みに、ロンドン大学クイーン・メアリー校
が行った2021 International Arbitration Survey3）

においても、回答者の90％が仲裁を推奨される
手段と回答している。なお、近時、紛争解決手段
として調停を前置し、調停で解決できなければ最
終的には仲裁でといったケースもある。

筆者の経験でも、国内当事者間の紛争は概ね日本
における訴訟が利用されているとか、従業員と会社
との人事関係の紛争は国内外問わず調停が簡便な方
式として採用されることが多いといった傾向はある
が、それ以外の一般の国際契約関連の紛争におい
ては、殆どの場合当該契約で仲裁が選択されてい
る。訴訟が選択されるのは、不法行為責任等契約
関連以外の紛争に限られると言ってよいのではな
かろうか。特に、海外の建設工事契約では、工事
現場でのクレームを現地で簡便に仲裁を行えるよ
うな仕組みを規定している事が多くなっている。

企業法務から見た国際仲裁の現状と仲裁地としての日本

藤田和久 Kazuhisa Fujita

三菱商事株式会社　理事　監査部長

1）「経済財政運営と改革の基本方針2017～人材への投資を通じた生産性向上～」平成29年6月9日閣議決定
また、「経済財政運営と改革の基本方針2021」でも国際金融センターの実現の項で引き続き取り上げられている。
2）本稿の内容はすべて筆者の個人的見解に基づくものであり、所属企業又は組織を代表するものではない。
3）“2021 International Arbitration Survey: Adapting Arbitration to a Changing World”は、The school of 
International Arbitration, Queen Mary University of Londonが毎年行っている仲裁に関する調査の最新版である。
http://www.arbitration.qmul.ac.uk/research/2021-international-arbitration-survey/
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では、何故仲裁を選ぶのか。仲裁を選択するメ
リットとしては通常以下のものが挙げられる。

（a） 特定国の裁判管轄を避けることで不利益を防
ぐことができる。裁判とは公権力の行使であ
り、時に自国贔屓の判断を下す裁判所は存在
している。

（b） ニューヨーク条約4）といった仲裁判断執行に
関する多国間条約の存在により外国におけ
る執行が容易になる。

（c） 仲裁手続は原則非公開であり、企業としての
プライバシーが守られる。

（d） 通常、一審限りで手続が終了するため、上訴
が認められる裁判手続と比べて迅速に解決
できる。

（e） 当事者が自ら専門的、中立的な仲裁人を選ぶ
ことができる。特に、技術・海運といった分
野での紛争解決に仲裁は適しており、建設仲
裁、海事仲裁において専門家が仲裁人に任命
されるケースは多い。

2. 仲裁の留意点
前項に掲げた5つの利点については、その通り

ではあるが、だからといって仲裁手続を進めるに
当たり留意点がないわけではなく、また、利点と
思われるものが一定のケースでは利点となりえな
い場合もあることには留意したい。

以下、仲裁手続において留意点と考えられるも
のを整理する。

（a）費用
以前は裁判に比して仲裁は時間が掛からず廉価で

あるということも言われたが、実際には国際ビジネ
ス紛争に関わる仲裁は、裁判と比べて費用の点で大
きな違いがないのではないかと思うこともある。

仲裁にかかる費用の内訳は、仲裁機関に支払う
手数料、仲裁人にかかる費用、当事者を代理する
弁護士にかかる費用及びその他諸費用である。仲

裁は裁判所という国家機関に頼らず紛争解決シス
テムを当事者間で構築するものであり、仲裁人に
支払う費用に加え、仲裁機関に助力を頼めばその
費用、審問場所の確保が必要であればその費用と
様々な費用がかかる。

もっとも、全費用の7−8割は弁護士費用であ
り、時間ベースで請求されるケースが多く、紛争
解決手続が長期化すればするほど増加するので、
紛争解決に要する時間を勘案する必要がある。仲
裁手続にかかる期間は仲裁機関の統計によっても
異なるが、1−2年と思われ、一審で終了した場
合の裁判手続と大差ないが、裁判においては、控
訴、上告がなされ、訴訟が長引くかどうかは予見
できない。他方、仲裁については、英米法系の仲
裁地・仲裁人による場合と大陸法系の仲裁地・仲
裁人による場合とは区別して考える必要がある。
一般に、仲裁ではIBA証拠規則5）に基づく証拠開
示手続が行われるとしても、実際のプラクティス
では、英米法系の仲裁の場合にはかなり時間をか
けた証拠収集が行われる傾向があり、弁護士費用
が増加する要因となり得る。したがって、何と何
を比較するかによって、いずれの紛争解決が低コ
ストになるかは異なってくる。例えば、英米法系
の仲裁は日本を含む大陸法系国での裁判に比べて
割高になる恐れがある一方、コンパクトな仲裁手
続がされれば、上訴のある裁判よりは仲裁の方が
安上がりになると思われる。

（b）仲裁に内在する問題
問題は寧ろ、仲裁の特徴である当事者間で仲裁

手続を進めるという点に内在している。まず、当
事者間に仲裁合意がない限り手続を行うことがで
きない。これについては、国際契約で紛争解決条
項が含まれるのは一般的であり、その際に仲裁合
意がなされるのが通例ではある。

しかし、仲裁合意が事前になされた場合であっ
ても、手続が円滑に進まない場合がある。前項

4）正式にはConvention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards （New York, 1958）、日本語
名称は「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」（昭和36年条約第10号）。この条約は、加盟国間において、仲裁
判断（Arbitral Award）の執行を容易にするために定められたものである。
5）国際法曹協会（International Bar Association）が制定した「IBA国際仲裁証拠調べ規則」（IBA Rules on the 
Taking of Evidence in International Arbitration）。最新版は2021年2月17日に公表された2020年版。
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1.（d）及び（e）で、仲裁の利点として手続の迅
速性と仲裁人選定を当事者自らが行える点を挙げ
たが、そのどちらにおいても相手方当事者が非協
力的な対応を採ると、仲裁規則で手順が定まって
いても、実務上遅延を招くことはある。

以上、仲裁にも上記留意点はあるものの、国際
紛争に付される多くの場合、一定の規模（紛争金
額）があり、当事者も国際的活動を行っている相
応の資力と信用力を有する企業であることから、
国際紛争解決手段としての仲裁の意義が薄れるも
のではない。

Ⅱ．仲裁地を選定することの意味と現状

1. 仲裁地の選び方
国際仲裁を選択した場合、仲裁地をどこにする

かは仲裁条項で明確に定めておくのが通例であ
る。仲裁地とは、（a）仲裁手続に関与すべき裁判
所はどこかという国際裁判管轄の問題、（b）仲裁
手続の進行に関して従うべき手続法は何かという
仲裁手続準拠法の問題、及び（c）その地でなさ
れた仲裁判断が、他国で承認・執行される場合に、
上記にも述べたニューヨーク条約との関係で外国
仲裁判断として認められるかという3つの観点か
ら考慮される。

仲裁地というと実際にそこで仲裁手続（審問）
が行われる場所というように思われがちだが、仲
裁地という概念自体は純粋に法的なものであり、
審問場所の所在国＝仲裁地ということではない。
確かに、ネット環境が今ほど良好ではなかった頃
は、仲裁審問は仲裁地で行われることが多く、審
問の度に関係者が仲裁地に集まっていたが、当事
者や証人の便宜を図って、必ずしも仲裁地で行う
必要はなく、複数の場所で行うことも、すべての
手続をオンラインで行うことも可能であるし、実
際に行われている。特に、コロナ感染症によって
人の移動が制限され、オンラインで審問等手続を

進めることはより一般化したと言える。
従って、仲裁地を選択するにあたっては、純粋

に上記3点を踏まえて法的分析に基づいて自由に
判断すればよいのだが、実際にはよく知られた仲
裁地が選ばれやすい。日本企業の契約書雛形では、
特段の事情がなければ、仲裁地は自国ということ
で、日本（東京）になっていると思われる。

2. 仲裁法のハーモナイゼーション
仲裁地選定要素として仲裁手続準拠法を挙げた

が、特に仲裁判断が裁定された後に当該仲裁判断
を取消す、又は、仲裁判断に基づく強制執行を認
可するといった事後的コントロールを定める点で仲
裁法制が整備されていることは重要である。各国は
そうした仲裁法を国内法として整備し、仲裁人の
選任方法、審問手続の様式、仲裁判断の効力、仲
裁判断に対する取消や執行手続などを定めている。

とはいえ、国際商事仲裁の歴史は長く、一定の
慣習も国際的に確立されており、実際、細部を除
き各国の「仲裁法」の内容は似通っていると言える。
特に国際連合国際商取引法委員会（UNCITRAL）6）

が1985年に「モデル法」を策定したことによって、
各国の国内法制定に影響を与え、仲裁法のハーモ
ナイゼーションが進展してきたと言える。日本で
も旧民事訴訟法等で定められていた仲裁手続に関
する規定が独立し、UNCITRALモデル法の内容
に沿った形で2003年に「仲裁法」として制定され
ている。UNCITRALモデル法は、その後2006年
に一部改正されており、我が国では、現在、仲裁
法を2006年UNCITRALモデル法に適合させるため
の立法作業が進んでいる。

3. 仲裁地として選ばれている都市
では、具体的にどこが仲裁地として選ばれている

のであろうか。上述の2021 International Arbitration 
Surveyによれば、仲裁地として好まれているのは、
ロンドン、シンガポール、香港、パリ及びジュネー
ブである。この他、ニューヨークやヨーロッパの一

6）The United Nations Commission on International Trade Law：仲裁機関を利用しないアドホック仲裁では
UNCITRAL仲裁規則が利用されることが多い。
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部都市などが歴史的に選ばれてきた。こういった選
ばれることの多い仲裁地には2つのタイプがある。

（a） 伝統：1つ目は伝統である。これはパリ、ロ
ンドン、ニューヨークといった国際仲裁の歴
史が長い都市が該当する。

（b） 中立性：ここでいう中立性とは、当事者にとっ
て中立的で多様な言語に対応できる専門家
が集まっているということである。この類型
には、ジュネーブ、チューリッヒ、ストック
ホルム、シンガポールが該当する。過去、ロ
シア企業などはストックホルムを好むと
いったこともいわれていた。契約の当事者の
所在国を選択した場合のホームタウンメ
リットがあり得るとすると、両当事者の所在
国から中立的な都市が選択されるのは自然
な流れでもある。

Ⅲ．仲裁地としての日本

1. 仲裁地としての日本の現状
上述の通り、仲裁地としての人気の都市をいく

つか示したが、では、日本の都市は仲裁地として
選ばれているのであろうか。従来から仲裁地を日
本とする仲裁件数は、日本企業の国際的なプレゼ
ンスに比して少ないといわれてきた。

実際、日本商事仲裁協会（JCAA）の取り扱い
件数の推移は図1の通りであり、シンガポール国
際仲裁センター（SIAC）やICCと比べて格段に
少ない。また、2020年のICCのデータ7）によれば、
日本を仲裁地としたICC仲裁の件数は2件であり、
過去10年を見ても2件から5件程度と非常に限定
的となっている（図2参照）。ICC仲裁では仲裁地
としてはパリ、ロンドン、ジュネーブ、ニューヨー

7）https://iccwbo.org/publication/icc-dispute-resolution-statistics-2020/からダウンロードできる。
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ク、チューリッヒといった欧米諸国が人気であり、
アジアではやはりシンガポールが26件と多く、
韓国は3件と日本と余り変わらない状況である8）。
一方で、日本企業が当事者となった件数は16件
であり、専ら日本ではない仲裁地で日本企業が
争っているという状況にある。

2. 日本を仲裁地とするメリット
現状を踏まえた上で、日本を仲裁地とするメ

リットは何なのか一般に言われていることを整理
してみたい。

日本企業にとっては、審問手続が仲裁地におい
てフェイス・トゥ・フェイスで行われるのであれ
ば、当事者としての出席の容易さもさることなが
ら、審問の状況が時差なく把握でき、実務的にも
心理的にも日本の都市が仲裁地になることのメ
リットはある。日本企業にとって、自国での仲裁
とは、精神面、法制度への信頼という点で大きな
メリットがあると考える。一部識者には、大手企
業であれば海外弁護士事務所を起用して地理的な
側面を考慮することなく仲裁に対応できるので、
日本であるメリットはないという意見もあるが、
条件が同じであれば日本企業が得られる利便性が
寧ろ強調されるべきであろう。

一 般 社 団 法 人 日 本 国 際 紛 争 解 決 セ ン タ ー
（JIDRC）9）の作成した「日本における国際仲裁」10）

では、仲裁地としての日本の魅力として、（a）世
界標準の仲裁法制の整備、（b）安価で充実した仲
裁審問専用施設、（c）官民を挙げたバックアップ
体制、（d）安全・安心な国日本が挙げられている。
この内、（a）は上述の2003年制定の「仲裁法」
について、（b）はJIDRCが運用する大阪（2018
年開設）と東京（2020年開設）の仲裁審問専用
施設について説明するものである。（c）は官民連
携の上、JIDRC他関連団体が協力しあって仲裁
に関するシンポジウムやトレーニングを積極的に
行って、仲裁手続に理解があり、円滑な実務環境
が整えられているという趣旨と思われる。（d）の

安全・安心とは、治安の良さと素晴らしい観光資
源と記載されていて、これが仲裁地としての魅力
と関係するのだろうかと疑問を抱く方もいるかも
しれないが、審問手続を仲裁地で行う際に、治安
や交通の便、滞在する際の居心地の良さといった
ことは重要な要素である。筆者の知人の中でも、
各国の経済の中心地と言われる場所の中で、東京
は冬でも温暖でインフラも整い、国際会議などで
も人気がある都市であるという人は多い。

3. 日本が仲裁地として選択されるケースが少な
い理由

前項記載のとおり、日本が仲裁地として魅力が
あるのであれば、日本を仲裁地として選択する
ケースはもっと増えるべきではないかという素朴
な疑問が出てくる。これに対しては、論文で緻密
に議論されるものも巷間に流布する真偽不明のも
のも含め、様々な理由が挙げられてきているので、
筆者の意見も含めて以下論じてみる。

（a）言語：
日本は日本語中心だから、英語で行われる仲裁

で日本は仲裁地として選ばれにくいという意見が
ある。これについては、仲裁地が日本であっても、
英語で行われるのは通例であり、また、外国での
資格を有する弁護士（主に外国人）でも代理権を
認められるなど、日本語で行われる必然性もなく、
英語で行われることに支障がないことからして、
言語が理由とは考えにくい。

（b）仲裁は英米法系が主流：
仲裁が活発に行われていた地域は、どちらかと

いうと英米法系の国であったといわれる。確かに
ロンドン、ニューヨーク、シンガポールは英米法
の国だが、仲裁地としてパリやスイスの都市もか
なりの比率で仲裁地として選ばれていることを考
えると、場所として英米法系諸国が優位というこ
とではないように思われる。寧ろ、著名な仲裁人
に英米法をバックグラウンドにした人が多いとは
いえる。例えば、ICCの2020年のデータによれば、

8）但し、韓国商事仲裁院（KCAB）では一定数の仲裁案件を取り扱っている。
9）英語名Japan International Dispute Resolution Center
10）https://idrc.jp/images/home/booklet_jp.pdf参照
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仲裁人の国籍は図3のとおりで、英国人と米国人
で約半数の仲裁人を占めている。また、国際契約
の準拠法で英米法系が選ばれることは多い。複数
の金融機関と事業会社が絡んだ大型プロジェクト
に関わる契約で準拠法となるのは、英国法と
ニューヨーク州法が多いと思われる。

そうであると、実際の審問の取り進め方が英米
法系の裁判に近いものになって、自ずと英米法系
の仲裁が多くなるという循環はあるかもしれな
い。しかし、大陸法系の仲裁地、仲裁人は一定の
割合を占めており、排除されているわけではない。
寧ろ、大陸法系に馴染んだ当事者からは大陸法系
に基づいた仲裁というものが期待されているので
はないか。いずれにせよ、日本人仲裁人が少数に
留まっている理由を、日本法が大陸法系だからと
いう主張には論理の飛躍を感じる。

（c）日本は裁判制度が優秀だから：
日本の裁判制度は中立・公平が担保されており、

裁判所の信頼性の高い国では仲裁が利用されない
という論も聞くが、国内紛争についてであればと
もかく、国際紛争には該当しない。日本以外の当
事者にとって日本法、日本の裁判所についての知
見は基本的にはないに等しいと考えたほうが良
く、国際紛争解決手段として日本の裁判所を利用
することは、日本の財産への迅速な差押えを考慮
した場合等でない限り少数に留まると思われる。

（d）日本人は争いごとが嫌い：
日本人（日本企業）は争いごとを避ける性質が

あり、日本企業は日本に限らず国際仲裁の当事者
となっている件数が少なく、従って日本での仲裁

も少ないという論もある。確かに過去の企業法務
関係者の論文にも、①経営者の理解が足りない、
②経営者から経済的メリットの説明が求められて
うまく行かない、といった理由から仲裁が行われ
にくいといった記述も見受けられる。しかし、①
については、日本に限らず経営者が仲裁制度につ
いて理解しているとは考えられないし、実際仲裁
か裁判かよりも交渉以外の方法で紛争を解決すべ
きかどうかが経営判断の中心であろう。②につい
ても、企業の経営者が仲裁（裁判でも同様）を選
択するにあたって経済計算するのは当然である。
もし、そのことで、仲裁が行われないのであれば、
元々仲裁が不要だというケースである。

著名な仲裁機関にかかる日本企業が当事者と
なっている仲裁件数を見ると、2020年で見ても、
ICCで16件、SIACで32件と経済規模からするともっ
とあっても良いかもしれないが、極端に少ない数
字ともいえない。国際仲裁の件数は当事者の国際
的な経済活動に比例するだけで、日本企業だから
仲裁に消極的という結論にはなりにくいと思われ
る。また、仲裁に対して消極的であれば、申立人
にならず、被申立人となるケースが多いと想定さ
れそうだが、統計ではその事実も見受けられない。

（e）日本企業の契約交渉で仲裁条項が重要視され
ていない：

一般的には、予め契約に仲裁合意が定められて
いることが仲裁開始の前提となるが、この際に日
本の都市を仲裁地として選定する交渉を日本企業
がしていないのではないかという主張もある。こ
れについては、そもそも国内取引で契約書を取り
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図3　ICC仲裁人の国籍別人数（2020年）
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交わす慣行のない企業においては、仲裁合意以前
の問題として契約に対する意識が低いという指摘
もあり、それについては大いに問題である。

一方、国際取引に精通している日本企業であれ
ば、当該企業が用意する契約書雛形において仲裁
合意条項が含まれ、仲裁地が日本の都市というの
は一般的である。ただ契約交渉において、日本企
業は仲裁地について容易に変更してしまうのでは
ないかという懸念がある。確かに、ビジネス上よ
り重要な条件交渉が優先され、仲裁合意や仲裁地
については優先順位が劣後することから、仲裁地
選定にあたっては相手方当事者が日本を選択する
ことに難色を示した場合、仲裁地については譲歩
しやすいということはいえる。

企業としては最終的に国際仲裁の実績が十分認
められる仲裁地であれば、それで構わないと考え
るのが通常である。しかし、それは日本企業に限
らずいえることで、ビジネス上の力関係に差がな
く、日本を仲裁地にすることに特別な意味がない
場合であれば、契約当事者国が仲裁地になりにく
いのは当然のことでもある。

（f）仲裁を理解する専門家の裾野が狭い：
そもそも、日本で仲裁を行うに当たって、仲裁

人になりうる専門家は大勢いるのか、国際仲裁を
進める際に、企業の法務部や顧問弁護士は仲裁を
理解し、会社に経営判断として仲裁取り進めを促
しているのか、という疑問もある。これについては、
客観的データに基づいた議論は難しいが、個人的
には、昔に比べると仲裁人に任命されるような専
門家は増えてきているものの、一層の充実が望ま
れるのではないか、企業法務部や顧問弁護士にお
ける仲裁への関心は概して低いレベルに留まって
いるのではないかと危惧している。2020年ICC統
計で日本国籍の仲裁人は3名であったし、SIACで
は日本国籍の仲裁人は記載が見当たらなかった。
一方、日本仲裁人協会の会員総数は400名を超え、
国際仲裁を専門としている会員も100名程度いる。
専門家の養成と仲裁件数はチキン＆エッグの関係
でもあるが、国際仲裁を専門とする弁護士は徐々

に裾野は広がってきていると思っている。
逆に、企業側で仲裁を不合理に避けているような

事例があるのであれば、その責任は、企業に妥当な
判断を促せない企業法務部にある。また、法務部に
知見がないのであれば、顧問弁護士こそ的確な判断
を促す役割を果たすべきであろう。こちらについて
は、検証できないものの、各所での意見を総合する
と一層の努力が必要といったところではないか。

Ⅳ．それでも、日本を仲裁地とするには

政府骨太方針2017で国際仲裁の活性化に向け
た基盤整備のための取組みを行うとされたが、実
際はどうなのだろうか。

仲裁地として有名な都市には必ず廉価で使い勝
手の良い仲裁審問専用施設11）があるが、この点
では、JIDRCの設立は大きな進歩といえる。また、
日本のロースクールで仲裁について講義がなされ
たり、学生国際模擬仲裁などのイベントも開催さ
れるなど、仲裁の認知度は着実に高まってきてい
る。近時は若手弁護士の中にも国際仲裁分野に取
り組む人材が出てきていると仄聞する。そういう
意味で、日本における国際仲裁の活性化の素地は
できてきている。

日本企業においても、自国で仲裁を取り進める
ことのメリットを認識し、稀にしか起きない国際
紛争とはいえ、企業法務部や顧問弁護士といった
専門家の知見を活用して万一に備えることは会社
経営における必須事項であろう。

しかし、日本企業が日本を仲裁地に選ぶ、日本の
企業がより国際仲裁の当事者になるといっても、限
界があり、本当の意味で日本が国際仲裁の世界で確
たる地位を占めるのであれば、外国企業からの認知
と選択が必須であろうと思う。そのために必要なこ
とは、仲裁分野での法曹界の実力アップと官民挙げ
てのグローバルな情宣活動だと考える。そして、究
極的には日本全体のグローバルなビジネス社会にお
けるプレゼンスの向上ということかもしれない。

11）例えばシンガポールのMaxwell Chambers (https://www.maxwellchambers.com)などが有名である。
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Ⅰ．はじめに

オスマン帝国が支配していた時代の痕跡も残っ
てはいるものの、イスラエルは、英国の委任統治
時代に導入された英国法に基づくコモンローの国
家である。新たに立法された法律には、アメリカ
法と大陸法の側面も含まれている。そのようなイ
スラエルにおける仲裁が今回のテーマである。

イスラエルにおける仲裁手続は、1968年仲裁
法及び同法に基づき公布された規則（以下「イス
ラエル仲裁法」という。）に準拠する。仲裁は、
裁判制度の外で紛争を解決する一般的な方法であ
り、対象となる問題の範囲は非常に広い。イスラ
エルの裁判所は、商事紛争の当事者が紛争を解決
するために裁判外紛争解決手続を利用すること
を、積極的に奨励する傾向があり、仲裁プロセス
や仲裁判断を妨げることはほとんどない。

仲裁に関する多くの問題は、仲裁の対象に関連
して生じており、放棄又は減縮することのできな
い法的権利（例えば、従業員の特定の権利）や、
犯罪行為を含む紛争又はその結果生じる紛争（例
えば、盗賊間で生じた盗品に関する紛争）、仲裁
で解決することが公共の利益になじまない事項

（例えば、子の監護や養育に関する事項）は、仲
裁の対象とすることができないとされている。

Ⅱ．仲裁合意

仲裁合意は、通常、商業契約の枠内の条項とし
てなされる。イスラエル仲裁法には別紙が設定さ
れており、当該別紙には、仲裁手続を規律するデ
フォルトの規則が含まれている。両当事者が別途
の合意をしない限り、当該規則が仲裁合意に組み
込まれたとみなされる。加えて、国際仲裁の合意
においては、仲裁手続を規律する基本原則（仲裁
地、準拠法、言語、仲裁人の人数及び仲裁人の選
任方法など）を規定することが推奨される。

Ⅲ．仲裁合意の執行

イスラエル仲裁法は、当事者が仲裁合意に違反
した場合の唯一の救済手段として、訴訟手続の停
止を定めている。仲裁合意があった場合にもイス
ラエルの裁判所は決して自らに管轄権がないと宣
言することはない。その代わりに、合意内容とそ
の背景を検討し、仲裁合意の有無を判断した上で、
仲裁を認める場合は、訴訟手続を停止することに
なる。そうでない場合は、仲裁を無視して自ら紛
争解決を進めることになる。

訴訟手続の中止を求める請求が一定の要件を満
たした場合、裁判所は通常、手続を停止する。裁
判所は、当事者が紛争を仲裁に付託することを奨
励し、裁判の負担を軽減することを目指している。
そのため、裁判所には仲裁合意を強制しない裁量

海外紛争解決トレンド（22）
イスラエルの仲裁制度について

イザック・ニイムラ　エバ Izsak-Niimura, Eva赤川 圭 Kei Akagawa

白石佳壽朗 Kazuroo Shiraishi

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

アンダーソン・毛利・友常法律事務所 外国法共同事業　アソシエイト弁護士
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があるものの、そのような裁量権を行使すること
はめったにない。手続を停止する裁量を行使する
か否かを決定する際、裁判所は、とりわけ、問題
を仲裁に付託することにより手続が不当に重複す
るか否かといったことや、統一的解決が望ましい
事件につき問題が分割されてしまわないか否か、
現実的な困難が生じるか否か、公の秩序に反する
か否かといったことを検討する。

Ⅳ．仲裁人

イスラエル仲裁法の下でも、仲裁人は、法的教
育を受けている必要なく、イスラエルの市民や居
住者である必要もない。

また、仲裁合意によって、特定の者や機関に対
し、仲裁人を選定する権限を付与することができ
ることから、イスラエル弁護士会の会長に仲裁人
を選定する権限を付与することが、イスラエルの
一般的慣行となっている。

イスラエル仲裁法も、仲裁人の選定における裁
判所の役割を限定している。辞任、死亡若しくは
解任により仲裁人が欠けた場合や、仲裁人の選任
が当事者の信頼に満たないと認める場合、仲裁人
の行為により重大な不正が生じた場合又は仲裁人
がその任務を遂行することができないと認めた場
合には、裁判所は仲裁人の選任をすることができ
るが、それらの場合を除き、裁判所は、仲裁人の
選任に介入することはできない。

ただし、仲裁合意で指名された仲裁人が仲裁を
行う意思や能力を有しておらず、かつ、当該仲裁
人のみが仲裁合意で指名されており、両当事者の
意図として他の仲裁人による仲裁は認めていな
かったと裁判所が判断した場合には、裁判所は代
替の仲裁人を任命せず、当該紛争は裁判所でのみ
解決される。

イスラエル仲裁法の下でも、仲裁人が独立又は
中立でないことが判明した場合、裁判所は、当該
仲裁人を解任することができる。仲裁人は、一度
選定されると、すべての当事者に対する信頼義務
を負う。仲裁人は、当事者に対する信頼義務に違
反したとき、又は仲裁人としての職務を怠ったと

きは、これによって当事者に生じた損害を賠償す
る責任を負っている。

イスラエルの裁判所は、仲裁人がいずれかの当
事者（又はその弁護士）との関係又は仲裁判断の
対象物に関連して、利益相反の可能性がある場合、
その情報を両当事者に開示する義務が信頼義務の
中に含まれていると判示している。

Ⅴ．仲裁廷の管轄

裁判所は、仲裁廷の管轄権に関して自由な解釈
をする傾向がある。仲裁に付された事項について
当事者が管轄権に異議を申し立てた場合、仲裁廷
は、これについての決定をすることができる。た
だし、仲裁廷の管轄権に関する最終的な決定は裁
判所が行うことになる。

仲裁廷の管轄権に対する異議申立ては、仲裁手
続の開始時、手続中、仲裁による判断がなされた
後の、いずれのステップでも行うことができる。
仲裁判断が出される前に当事者が仲裁廷の管轄権
に関する異議を裁判所に申し立てることを希望す
る場合、当該異議を申し立てる当事者は、当該仲
裁廷が仲裁を進めることを禁止する差止命令を請
求することができる。仲裁判断後に当事者が仲裁
廷の管轄について異議を申し立てることを希望す
る場合は、当該異議は、仲裁判断の取消しを求め
る申立ての中で主張することになる。

Ⅵ．仲裁手続

イスラエル仲裁法も、一般に、仲裁当事者が自
ら手続規則を決定することを許容している。仲裁
法別紙は、仲裁廷が裁判所で適用される証拠法準
則又は手続規則に拘束されない旨を規定してい
る。また、両当事者は、仲裁手続への適用を希望
する法（実体法及び手続法の両方）についても合
意することができる。

イスラエル仲裁法は、仲裁廷に、証人を召喚し
て証言をさせたり、文書を提出させる権限を与え
ている。仲裁手続において証言する証人は、裁判
所において証言する証人と同一の義務及び権利
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（免責を含む）を有する。ただし、仲裁廷は、裁
判所の関与がなければ、証拠収集に関する命令を
第三者に強制することはできない。仲裁廷が証人
の出頭を強制すること、証人を召喚及び制裁する
こと、証拠を取得すること、通知又は文書の送達
を代行すること、財産の差押えを命令すること、
イスラエルからの人の出国を阻止すること、資産
の提供のために担保を供託させること、管財人を
任命すること、仲裁廷による仲裁判断を認める期
限を延長すること、及び作為命令又は禁止命令を認
めることを、裁判所は補助する権限を有している。

イスラエルの仲裁手続は、通常、他のコモンロー
上の手続と同様の方法で行われる。仲裁手続は通
常、申立人が請求の原因を提示し、相手方が答弁
書を提出することから始まる。その後、争点整理
のための準備手続、証拠開示手続、陳述書や鑑定
書等の証拠の提出、尋問手続等を経て、仲裁廷は、
仲裁判断を下す。

両当事者が仲裁合意内で自由に変更又は回避で
きる標準仲裁規則には、次の事項が含まれる。

（i）	 仲裁は、1名の仲裁人の面前で行われる。
（ii）	 仲裁廷は、当事者に質問書への回答及び文書

の発見を命じる十分な裁量権を有している。
（iii）	一方当事者が繰り返し仲裁廷の命令に従わ

ないときは、仲裁廷は、当該事件を却下し、
又は相手方のために仲裁判断をする権限を
有する。

（iv）	 仲裁廷は、自己にとって最も効率的かつ公
正と思われる方法で仲裁を行う。

（v）	 仲裁廷は、裁判所において適用される証拠
法準則又は手続規則に拘束されない。

（vi）	 仲裁廷は、仲裁において生ずる問題であっ
て専門的な知識又は経験を必要とするもの
について自己を補助するための専門家を任
命することができる。

（vii）	裁判所が行う救済と同様の救済をする権限
を仲裁廷が有する。

（viii）	仲裁廷は、その報酬が支払われないときは、
聴聞又は仲裁を中止する権利を有する。

裁判所は、基本的に進行中の仲裁に干渉するこ
とには消極的で、特定の状況でのみ関与をする。

イスラエル最高裁判所は、仲裁手続を効果的な代
替的紛争解決策のメカニズムとして強化するた
め、下級審裁判所のこの運用を繰り返し支持して
きた。

仲裁判断が、当事者欠席の下でなされ、当事者
が口頭審理に出頭せず、又は弁論を提出しなかっ
たことが正当な理由によるものであると仲裁廷が
確信した場合には、仲裁廷は、当該当事者の申立
てにより、仲裁判断を受領してから30日以内に、仲
裁判断を取り消し、仲裁を再開することができる。

イスラエルの裁判所と仲裁廷は一般的に、当事
者の不出頭又は弁論の不提出が意図的になされて
いるものであると認めない限り、手続を一方的を
進めることには消極的である。ただし、裁判所は、
当該仲裁廷が一方的に手続を進めるにあたって求
められる前提条件に従っていたと認める場合に
は、一方的に手続を進めるとの仲裁廷の判断を支
持する。

Ⅶ．暫定的措置

仲裁廷に仮の救済を与える権限があるかという
論点について、地方裁判所の判断は分かれている。
いくつかの地裁決定は、仲裁廷による仮の救済を
執行することが本質的に困難であると言及してい
る。一般的には、両当事者が仲裁廷に明示的な権
限を与えない限り、仲裁廷は予備的又は暫定的救
済を出す権限を与えられないと考えられている。

一方、裁判所は、仲裁の対象となる手続におい
て仮の救済を認める広範な裁量権を有している。
裁判所は、裁判所に係属している事件と同様の手
続により、仲裁手続に関連する仮の救済を発する
ことができる。

Ⅷ．証拠収集手続き

仲裁廷は、命令により文書を開示させる広範な
裁量権を有している。例えば仲裁廷は、（i）当事
者に文書の包括的開示又は特定文書の開示を命じ
ることや（ii）尋問において証人に文書の提出を
命じることができる。仲裁廷は、第三者から文書
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を取得するため、当該第三者に対し仲裁に証人と
して出頭するよう要請し、希望する文書を持参す
るよう求めることができる。証人が出頭しない場
合又は求められた書面の交付を拒絶する場合、相
手方は、裁判所に勾引状の発付を請求することが
できる。

証拠収集に関する事項は、仲裁合意における両
当事者間の合意事項の対象となっている可能性が
あるが、両当事者間で証拠開示について合意がな
されていない場合、当該事項はイスラエル仲裁法
別紙に準拠し、仲裁廷に証拠収集及びその範囲に
つき十分な裁量が認められることとなる。イスラ
エルにおける国際仲裁手続の一般的運用は、当事
者が保有又は管理する、紛争に関連するすべての
文書の開示を認めることである。もっとも、イス
ラエルでのディスカバリの文脈における「関連性」
は、米国の運用と比較して狭義に解釈される傾向
がある。

Ⅸ．仲裁判断

仲裁判断は、仲裁人が署名し日付を記入した書
面によらなければならない。両当事者が別段の合
意をした場合を除き、仲裁判断は、仲裁廷の判断
の理由を示さなければならない。特に、両当事者
が、当該仲裁判断について他の仲裁廷又は裁判所
のいずれかに対して不服申立てをすることができ
る旨を合意していた場合、仲裁廷は、必ず決定の
理由を記載しなければならない。

裁判所は、当事者の申立てにより、仲裁判断を
追認することができる。しかし、裁判所による追
認は仲裁判断の有効性の前提条件とはなっていな
い。仲裁判断が追認されたときは、不服申立てに
関する事項を除き、当該仲裁判断は、すべての点
において裁判所の判決と同様に取り扱われる。仲
裁合意で別段の合意がなされていない限り、仲裁
判断は、当事者及びその承継人を拘束する。

Ⅹ．仲裁判断に対する不服申立て

当事者が別段の合意をしない限り、仲裁判断に

対する不服の申立てはできない。イスラエル仲裁
法第24条は、仲裁判断が無効となる事由を次の
ように限定的に列挙しており、裁判所はこれを限
定的に解釈している。なお、これらの事由を、
UNCITRAL国際商事調停モデル法で列挙されて
いる取消事由と比較すると、イスラエル仲裁法で
挙げられている事由の方が若干広範である。

（i）	 有効な仲裁合意が存在しなかった場合。
（ii）	 当該仲裁判断が不適切に選任された仲裁廷

によりなされていた場合。
（iii）	仲裁合意により与えられた権限を踰越又は

逸脱して仲裁廷が行動していた場合。
（iv）	 当事者が主張及び証拠を提出する適当な機

会を与えられなかった場合。
（v）	 仲裁廷が付託された事項につき判断を示さ

なかった場合。
（vi）	 仲裁合意において、仲裁廷は判断の理由を

示さなければならないと規定されていたに
もかかわらず、仲裁廷が判断の理由を示さ
なかった場合。

（vii）	仲裁合意により規定された実体法を仲裁廷
が適用しなかった場合。

（viii）	仲裁判断が定められた期限を徒過して出さ
れた場合。

（ix）	 仲裁判断の内容が公の秩序又は善良の風俗
に反するものである場合。

（x）	 裁判所が確定判決に対する再審を認めるの
と同様の状況がある場合。

以上のいずれにも該当しない場合には、裁判所
は、仲裁判断に誤りがあると認めても、その判断
を棄却したり、修正する権限を有しない。

一方、当事者は、仲裁判断の法律の適用につい
ては裁判所に対して不服申立てを許容することに
事前に合意することができる。かかる合意がある
場合、各当事者は、仲裁判断について裁判所に対
し不服申立てをすることができる。当該不服申立
ては、裁判所における一般的な不服申立てと同様
の手続により処理されることになる。裁判所が不
服申立てを認めることができるのは、仲裁廷が法
律の適用について重大な誤りを犯し、その結果
誤った判断がなされた場合である。
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なお、当事者が不服申立てを許容することに事
前に合意をしていた場合、仲裁手続は文書による
調書化が必要であり、仲裁廷はその仲裁判断の理
由を示さなければならない。

Ⅺ．機密保持

イスラエル仲裁法には秘密保持に関する規定は
含まれていないが、一般に、当事者は仲裁手続を
秘密保持に関する事項として扱う傾向がある。両
当事者は、仲裁合意に秘密保持に関する特定の規
定を含めることができる。

このような明示的な秘密保持規定がない場合で
も、仲裁の当事者及び仲裁廷は、一般的な慣習、
プライバシーの権利及び契約を誠実に履行する一
般的な義務に基づく秘密保持義務を負うものと考
えられている。ただし、仲裁に関連する裁判手続

（仲裁判断に対する不服申立てなど）は、一般的
に秘密とはならない。

Ⅻ．外国仲裁判断の承認及び執行

イスラエルは1958年のニューヨーク条約の締
約国である。イスラエルは1959年6月7日に無留
保で条約を批准した。この条約は、イスラエル仲
裁法第6条及びニューヨーク条約5738-1978施行

規則によりイスラエル法に組み込まれた。同条は、
並行して行われている仲裁のために裁判所が自ら
の訴訟手続を停止することを認めている。

学者の中には、イスラエルの裁判所は条約が国
内法に取って代わるという立場を完全には受け入
れておらず、「問題が仲裁で決定されるべきでは
ないという特別な理由」がある場合には、手続を
停止することを拒否する裁量権を行使してきたと
主張する者もいる。そのような「特別な理由」が
ある場合の具体例としては、仲裁合意の強制が紛
争の迅速かつ効率的な解決の目的を妨げる場合、
仲裁廷及び裁判所において手続が重複することを
回避する場合（紛争の当事者のうち、特定の当事
者が仲裁合意の当事者となっていない場合や、裁
判所に対し申し立てられている救済が仲裁廷の管
轄外である場合、問題が公共の重要事項である場
合）などがある。これらの問題は、条約とイスラ
エル国内法が常に同じ原則を共有しているわけで
はないため生じている。イスラエルの裁判所は国
際条約システムの文脈の中で機能していることを
無視し、独自の原則と裁量を適用する傾向がある、
と主張されることもあるところである。イスラエ
ルの裁判所は、ニューヨーク条約第2条3項によっ
て定められている裁量権の否定を完全には受け入
れていないと考える者もいるようである。
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Ⅴ．�仲裁手続係属中に倒産手続が開始された
場合の仲裁手続の取扱い
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Ⅶ．�公序からの制約
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

Ⅵ．管財人の権限と仲裁手続との関係

1. 破産管財人の独自の権限と仲裁手続との関係
仲裁合意の対象となるのは、当事者が和解すること

ができる民事上の紛争であるが（仲裁法13条1項）、当
事者の私的な仲裁で解決することが不適当である紛争
形態もある。例えば破産法が、破産管財人に対して独
自に付与した権限である否認権（同法160条以下）、
相殺権（同法71条、72条）、破産債権等の優先順位
等は、社会における共通の利益を守るための強行法
規の一部を構成し、重要な公序のひとつであること
が認識されてきている36）。仲裁可能性（arbitrability、�
仲裁適格ともいう）がない性質の債権として認識さ
れている。以下において、まずは管財人に対して法
によって付与された権限と仲裁との関係に関連する
海外のいくつかの判例を紹介し、その後で日本の破
産法を前提に検討する。

2. 海外における判例紹介
（1）Larsen�Oil事件

Larsen�Oil事件37）において、シンガポールの裁

日本の倒産事件における仲裁手続の関与と進展（3）

阿部信一郎 Shin-Ichiro Abe

中央大学法科大学院客員教授・弁護士

36）仲裁可能性（arbitrability）については、商取引に限られていない。ニューヨーク条約I(3)条においても、仲裁可
能性があるかどうかについて、契約かどうかを問わない（whether�contractual�or�not）との記載がある。仲裁可能性
の範囲は広がりつつあるといわれており、これまでも不法行為や衡平法（equity）の分野は認められていたが、さら
に最近ではより拡大し、独禁法、知財法、賄賂法、詐欺法、コーポレートガバナンス問題、信託にまで広がっている
とのことである。Arbitration�and� insolvency�disputes:�A�question�of�arbitrability,� INSOL�SPECIAL�REPORT,�
2020,�4頁参照。
37）Larsen�Oil�&�Gas�Pte�Ltd�v�Petroprod�Ltd�[2011]�SGCA21.
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判所は、倒産前の権利義務に基づく紛争と、倒産
手続遂行途上で発生する権利・義務を明確に区別
して、既存の仲裁合意が存在しても、倒産関係法
令の規定に起因する紛争については仲裁可能性が
ないとした。この事件は、Petroprod（以下「P社」
という）というケイマンで設立されシンガポール
でビジネスを行なっていた会社が、ケイマンの裁
判所から清算決定を受けて、後日、シンガポール
の裁判所から強制清算の決定を受けた。シンガ
ポールの清算人は、P社がLarsen�Oilと4つの子
会社へ支払った金員を否認しようとした。根拠は、
不公平な偏頗弁済と過少資本下での取引すなわち
不公正な取引に基づくものである。不公平な取引
であるとの主張は、会社名義で行われたが、清算
人がその支払を争うことができるという制定法に
基づき実行された。つまりこの手続は清算人が未
だ選任されていない清算手続開始前には主張でき
ないものであった。シンガポールの高等裁判所は、
不公正な取引の主張は清算手続開始後にしか行使
できないので、係属中の仲裁合意に基づいて仲裁
を行うことはできないと判示したのであった38）。
清算人に法律上付与された権限については仲裁可
能性を有しないと判示したと解釈してよかろう。

（2）Tanning�事件
オーストラリアの高等裁判所におけるTanning�

事件39）でも、Brennan裁判官らは、会社の清算前
に提起できた防御方法と、清算人（管財人）に独
立して付与された権限とを明確に区別すべきこと
を判示した。当該事件では、米国のTanning�
Research�Laboratories�Inc（以下「T社」という）
が製造した製品を、オーストラリアのHawaiian�
Tropical�Pty�Ltd社（以下「H社」という）が販
売する契約に仲裁条項が含まれていたところ、H
社がオーストラリアで清算手続に入り、選任され
た清算人とT社との間で、契約解除に基づくライ
センスの回復と損害賠償を求めて仲裁が成立し、
当該仲裁判断は米国フロリダの巡回裁判所

（Circuit�Court）で効力が付与された。T社が債
権届出をしたところ、清算人は、仲裁手続におい
て反対債権を行使していなかったことを理由に、
その金額について否認したところ、T社が異議を
述べた事件である。ニューサウスウェールズの最
高裁判所（Supreme�Court）は仲裁で請求しなかっ
た当該金額を認めたところ、ニューサウスウェー
ルズ破棄院（The�Court�of�Appeal）は当該判決
を破棄し、当該請求は仲裁合意に基づき仲裁手続
にて議論されて決定されるべきであるとした。
オーストラリア高等裁判所（High�Court）で破毀
院の決定が支持された。Brenann裁判官らは、清
算人が債権届出を否認する場合、当該清算が開始
されなければ会社が主張できたことを主張できな
い理由はないが、他方で債権届出を否認する根拠
が清算人にだけ認められた権限に基づく場合に
は、会社の責任の発生根拠となる判決・弁明・約
束・禁反言等は適用されないと判示した。清算人
に対して法によって認められた権限に対しては仲
裁可能性がないことを判示したと解釈できよう。

（3）Nori�Holdings事件
他方で、Nori�Holdings事件（以下「N社」とい

う）40）では、英国高等法院（England�&�Wales�
High�Court）は倒産した会社の過小資本を基礎と
した取引について倒産手続開始前に合意した仲裁
合意を維持することを認めた。ロシアのOtkririe
銀行（以下「O銀行」という）は、ロシア法に基
づきロシアの裁判所を管轄とした3つの金銭消費
貸借契約に基づき、N社に関係する会社に金銭を
貸付けた。金銭消費貸借契約の担保契約はキプロ
ス法が適用法とされ、ロンドンのLCIA規則に基
づき紛争を解決するように規定した仲裁条項が含
まれていた。O銀行が倒産して、選任されたO銀
行の管財人が、N社との取引が詐欺であったと主
張した事件である。N社は、仲裁合意が管財人の
求めた倒産関係の権利を範疇に含んでおり、手続
きはLCIA仲裁によるべきであるとして、ロシア

38）前掲注(36)15も参照のこと。
39）Tanning�Research�Laboratories�Inc�v�O’Brien�(1990）91�ALR180(HCA)at�paras�184�to�185.
40）Nori�Holdings�Ltd�v�Public�Joint-Stock�Co”�Bank�Otkiritie�Financial�Corporation”�[2018]�EWHC�1343(Comm),�
https://www.casemine.com/judgement/uk/5b2898012c94e06b9e19ed4b#
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での裁判手続の中断を求めた。英国高等法院の
Males判示は、1）担保契約の仲裁条項は、広範
かつ一般的に規定しており、どのような紛争も除
外して規定していない。したがって当該担保契約
の偏頗行為に関する否認手続から仲裁が除外され
るということは正当化されることはない。2）ロ
シア法下で倒産債権が仲裁可能性があるか否かを
評価するには、紛争の形態ではなく実質を見る必
要がある。本件では、O銀行が、特定の取引にお
いて、価値のある担保付き貸金債権を無価値な債
権（bond）と交換した点が詐欺を含んでいるかど
うかが問題である。債権の性質によって仲裁可能
性が決まる。3）銀行の管財人の提起した手続に
よって、銀行の立場の変更はないし、第三者の権
利を変更させて同意に基づく仲裁の管轄を超える
ものでもない。4）裁判を受けるという不可侵の
権利を剥奪することを理由にして、紛争解決のた
めの仲裁を排除することを正当化される理由はな
い。法律は、裁判と仲裁とをどっちが本質的に良
いとか悪いとかをもはや判断しない。当事者は仲
裁をするとの合意を維持してよい、と判示してい
る41）。思うに、同判決は、仲裁と裁判との間でど
ちらが良いか信用性があるか権威があるか等の価
値判断を厳しく排除して、仲裁と裁判を等価値と
して扱い、他方で仲裁と関係しない第三者の利益
を侵害しないかにも考慮しながら、当事者の当初
からの仲裁合意を尊重する立場をとっていると評
価できる。

（4）米国
米国の倒産裁判所は、以前はすべての倒産に関

係する紛争には仲裁可能性がないとしていたよう
であるが、最近では個別の問題が持ち上がるごと
に、中核（core）となる倒産の論点が問題となっ
ているか否かを検討して、仲裁に付すことができ
るかを決定するアプローチに変更したといわれて

いる42）。ただし米国倒産事件において最も影響力
のある裁判所として名高いニューヨーク南部地区
連邦倒産裁判所のGropper（元）裁判官は、仲裁
に同意しない当事者が害されない限り、倒産事件
の中核（core）となる紛争にも仲裁が利用できる
旨を主張していることには注目すべきである43）。

3. 破産管財人が仲裁手続に基づき否認権を行使
することの可否

契約締結時に当事者間で仲裁合意がなされ、そ
の後、破産開始決定となり破産管財人が選任され
たところ、当該破産管財人が当該契約に対して否
認権（破産法160条以下）を行使した場合を想定
する。この場合、当事者間でなされた仲裁合意に
破産管財人も拘束され、否認権行使についても訴
訟手続ではなく仲裁手続で解決することができる
か否か問題である。

偏頗弁済のような破産開始決定後に破産管財人
しか行使できないような権利については、破産管
財人固有の権利の行使としてあるいは倒産事件に
coreな問題であるからという理由等で、破産開始
前の当事者が締結した仲裁合意が及ばないとする
見解が有力であった。たしかに管財人固有の権利
である否認権を発動するか否かについては、総債
権者の代表者的な地位（あるいは破産財団の管理
機構としての地位）44）にある管財人の裁量に任せ
るのが適切であろう。否認権を発動するか否かの
判断については最終的には否認権訴訟の勝敗の見
込みが関係してくることであり、この点について
の判断を管財人に任せるのが破産法の趣旨である
と考えられる。他方で破産管財人が否認権を行使
するか否かを判断する前提となる事実関係の確定
の問題、あるいは破産管財人が否認権を行使した
法律効果としての現状回復（同法167条）として対
象物の返還や価格償還の可否と償還額の確定につ

41）supra�note�40)�paras�60〜67。
42）前掲注(36)�note�14。
43）Allan�L.�Gropper�”The�Arbitron�of�Cross-Boarder�Business�Insolvencies”�https://s3.amazonaws.com/tld-
documents.llnassets.com/0016000/16496/the%20arbitration%20of%20cross-border%20business%20insolvencies.pdf��
229頁以下。
44）破産管財人の地位については諸説あり、詳細は伊藤・前掲注4)214頁以下に詳しい。
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いては、当事者間で締結した契約に起因する後始
末として、むしろ仲裁合意の範囲内の問題として、
当事者間で合意した紛争解決手段である仲裁手続
で紛争を解決することが可能ではなかろうか。否
認権行使の前提となる事実が、例えば複雑なビジ
ネス取引であれば、仲裁廷がそのビジネスを得意
とする仲裁人を選任して、その専門性と迅速性を
もって当事者からの主張を十分聴取して理解し、
それを基礎として事実を確定していくことがむし
ろ効率的かつ適正である場合もあろう。また否認
権が行使され、その法律効果としての現状回復と
して否認権の対象物に対する引き渡しや価格償還
の可否と償還額の確定が行われる場合にも、事前
に当事者が合意した仲裁手続に基づく方が、早期
かつ合理的な対処ができ、相手方から任意の履行
を期待できる場合もあるのではなかろうか。否認
訴訟で仮に破産管財人が勝訴しても、裁判所の判
断に納得できない相手方が任意の返還や価格償還
の支払に応じない場合にはそれに対処（執行や上
訴を含む）するための時間と費用とを考慮すれば、
そもそも当事者間で合意していた仲裁手続を選択
することが、相手方からの任意の履行を促す場面
もあると思われる。そのように考えると、否認権
行使において仲裁手続を利用することを禁ずる必
然性はないのであり、むしろ管財人による否認権
行使に有用な一手段として仲裁手続の利用を積極
的に位置づけることができる。仲裁可能性を認め
ることも検討しても良いと思われる。

この点、仲裁合意の客観的範囲の関係から更に
検討すると、当事者のあらかじめ合意をした時点
では、まさか相手方の倒産は予定されておらず倒
産に基づく管財人の否認権行使に関する争いも予
定されていなかったともいえよう。他方で、各国
の倒産法が、国家の強行法規であり、各国の公序
を構成するものであるとすると、仲裁合意をした
当事者の合理的な意思の解釈として、当然守られ
るべき公序である倒産法の規制を大前提として認
識しつつ、当事者の一方に倒産手続が開始された

場合も、破産手続中に惹起される紛争の解決につ
いて、当事者の合意に基づく契約上の問題であれ
破産法により管財人に付与された特別な権限に基
づく問題であれ、可能な限り当事者間の合意した
紛争可決手段である仲裁手続で解決しようと考え
ていたと合理的に解釈することもできる。とすれ
ば、否認権の行使に関する紛争解決にも仲裁合意
により予定されていた合意の範囲内と考えること
も可能であろう。もちろんこの場合、仲裁の当事
者ではない第三者の利益を侵害することはできな
いのであり、この点は否認権行使の上記法律効果
について特に配慮すべきである。

また将来の検討事項として、例えば事実関係の
判断について仲裁手続を採用しそれを前提に裁判
所は否認権の有無を判断するというように、裁判
手続に仲裁手続の一部だけを採用するというハイ
ブリッドな裁判と仲裁との融合手続も検討されて
良い課題である。米国の論者も、仲裁手続で拘束
力がない（non-binding）仲裁や、制限された拘
束力を持つ（semi-binding）仲裁を提言している。
仲裁の合理的な判断に従うことを望みつつ、もし
当事者に仲裁判断に不服があれば裁判所に申し立
てることを許容し、裁判所は仲裁の理由も勘案し
つつ、独自の立場から決定するという構造を主張
している45）。

4. 破産管財人が係属中の仲裁契約を解除するこ
との可否

破産法において、破産管財人は双務契約を解除
することができる（破産法53条）。双務契約につ
いて破産者及びその相手方が破産手続開始時にお
いてまだその履行を完了していないときは、破産
管財人は契約を解除あるいは履行選択できるとい
う内容の規定であり、破産法が破産管財人に付与
した特別な権限である。

破産管財人が破産法を根拠として仲裁契約の解
除を主張した場合、仲裁廷は、その解除の有効性
を前述したKompetenz-kompetenz（competence-

45）Edna�Sussman�and�Jennifer�L.Gorskie�“Capturing�the�Benefits�for�Arbitration�for�Cross�Border�Insolvency�
Dispute”�“Cotemporary�Issues�in�International�Arbitration�and�Mediation”�The�Fordham�Papers�2012,�p170.
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competence）の原則に基づき判断する。各国の倒
産法に規定されていることが少なくないと思われ
る管財人による双務契約の解除規定を、仲裁合意
にも適用できるかが議論されてきている。この点、
イギリス法とフランス法では、この解除の問題を
まさしく双務契約の解除の問題として考慮してお
り、例えばフランス倒産法において、相手方が一
方的に仲裁合意ある契約を解除しても管財人等が
仲裁合意ある契約の履行選択した場合には仲裁の
合意は維持されるが、管財人等が仲裁条項のある
契約の履行を選択しない場合には仲裁の合意は無
効となるとしていると報告されている46）。

日本の学説においても、破産法53条による解除
の対象として破産管財人が解除できるとの説47）、
解除の対象とはならないという説48）、双方未履行
契約解除の条文を使わずに解除することを主張す
る説49）もあり、学説は分かれている状況である。

思うに、仲裁法13条6項で仲裁合意の独立性を
規定しているのは、当事者が主たる契約に関して
生ずる紛争を解決しようとして仲裁条項を挿入す
る以上、その解消についても仲裁手続を使うとい
う当事者の意思を演繹したものであり50）、当事者
間で取引が契約の解除・取消・無効となってもそ
の後始末を当事者間の合意した紛争解決手段であ
る仲裁手続によって行うことを意図しているもの
である。とすると当事者はどのような形態の紛争
解決を仲裁手続で行うことをあらかじめ企図して
仲裁合意をしていたといえるかという前述した同
様の問題が提起される。双方未履行双務契約の解
除の規定のように法律によって管財人に特別に付
与された権利に関係する紛争形態は、当事者のあ
らかじめ予定していない紛争形態であると考える
こともできよう。しかし、仲裁合意をした当事者
の合理的な意思解釈として、国家の強行法規であ

り各国の公序の一環である倒産法の存在を大前提
において、当事者の一方に倒産手続が開始された
場合も、破産手続中に惹起される紛争の解決につ
いては、当事者の過去の合意に基づく契約上の問
題であれ破産法により管財人に付与された特別な
権限に基づく問題であれ、可能な限り当事者間の
合意した紛争可決手段である仲裁手続で解決しよ
うと考えていたと解釈できないこともない。双方
未履行契約においても主たる契約と従たる仲裁契
約が分離可能である、仲裁合意が分離可能である
ことを認めている最高裁判所の判例51）をも斟酌
すれば、双方未履行の双務契約においても仲裁条
項は解除の対象とならず、管財人が双務契約を解
除したことに基づく後始末である損害賠償請求等
の争いについては、当該契約に規定された仲裁条
項にもとづいて仲裁手続で解決することを認めて
良いと思われる。

5. 訴訟と仲裁との2つの紛争解決手段の並立の適否
竹下教授は、仲裁合意を破産管財人が承継する

としても、承継人が自己固有の防御方法がある場
合に問題となる紛争が分断されて「一箇の紛争が
二つの処理方式――例えば、仲裁手続による部分
と他の処理方式（例えば通常訴訟手続）――によ
る部分とに分断されることは妥当でないことか
ら、承継人は、自己固有の防御方法を有すること
を主張、立証し、紛争の一部についてだけでも訴
訟契約の効力を受けるべきでないことを示せば、
その紛争全体について、訴訟契約の効力を免れる
ものと解すべき」とされる52）。紛争全体に、訴訟
契約ここでは仲裁契約の効力が及ばないと主張さ
れる。松下教授も同旨であり、例として破産開始
決定直前に売却した財産を、破産管財人が錯誤無
効と否認権行使の双方の理由から主張する場合、

46）小梁吉章「仲裁の当事者の破産」広島法科大学院論集第6号（2010年）37頁、51頁
47）斎藤他・前掲注6)533頁（中島弘雅）、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）83頁。
48）松下・前掲注16)15頁。伊藤・前掲注(4)論文38頁、杉山・前掲注29)�9頁。
49）福永・前掲注16)221頁以下。伊藤・前掲注(4)論文39頁。
50）近藤昌昭他『仲裁法コメンタール』（2004年）53頁。
51）最判昭和50年7月15日金融法務事情767号32頁。
52）竹下守夫「訴訟契約の研究（三）」法学協会雑誌81巻4号（1965年）373〜380頁。
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当事者の地位を承継した立場からの錯誤無効の主
張と、破産管財人固有の権利としての否認権行使
の主張が併存して、錯誤無効を仲裁手続で行い、
否認権訴訟を訴訟手続で分割して行った場合の帰
趨を検討し、仮に破産管財人が訴訟にて勝訴して
も、仲裁で敗訴すると、訴訟に基づく強制執行が
仲裁判決により阻止されて手続上の混乱が大きい
ことを理由にして、管財人はこのような紛争につ
いては仲裁契約に拘束されず、訴訟において両方
を主張できるとされる。中断中の仲裁手続も受継
する必要がないとされる53）。

他方で福永教授は「同一の権利関係の紛争は原
則として一つの手続きで処理すべきであるとこ
ろ、否認権のように元来、仲裁契約の対象でない
ものについては、管財人が仲裁手続を選択しても、
これとは別個に訴訟を提起できると解さざるをえ
ない、つまり仲裁と訴訟の併存を認めざるをえな
い」ことを前提にして、さらに、管財人としては
当初から訴訟を選択しておくべきであると主張さ
れる54）。山本教授も「福永説が問題とする否認訴
訟とそれ以外の係争に係る仲裁手続との分離の問
題は、仲裁合意の対象が制限されることによって
生じる一般的な問題であり、倒産法の分野だけで
解決できるものではなかろう」、また上記松下教
授の否認権行使の例において、「この場合には、
独立の否認請求等を認めることで、手続の分断を
生じることになってもやむを得ないのではなかろ

うか」と主張される55）。
思うに、山本教授が主張するような法制度上の

違いを理由として手続の分断を素直に認めること
に魅力は感じるが、他方で実際に執行をする段階
を考えると、判決と仲裁判断が事実上相反する場
合には大きな混乱が起こり、むしろ相反する判断
に直面した裁判所が執行に慎重な姿勢をとる可能
性はないかということを懸念する。したがって、
訴訟において一元的に解決することが実務上は妥
当ではないかと思料する。また前述した否認権の
説明でしたように、事実関係についてだけ仲裁手
続を採用して、それを前提に裁判所は両方の紛争
について一元的に最終判断を行うというハイブ
リッド型の採用も将来の検討課題である。

また若干例が違うが、債権届出において、届出
債権者は、仲裁手続によって債権の確定を求めら
れるが、その際、権利の存否や額のほか、議決権
の額（筆者注：倒産固有の問題）なども仲裁の対
象とできるかと問題を提起して、それを肯定して
いる論者がいる56）。その理由として同じ債権に関
する届出債権者の「手続上の地位を決める事項で
あるのに、その一部についてだけは、他と切り離
して必ず通常の訴訟手続によらしめるのが当事者
の意思である、とは普通は考えられないからであ
る」とする。一元的解決を目指す点において傾聴
に値する。

53）松下・前掲注16）18頁。
54）福永・前掲注16）225頁。
55）山本・・前掲注4）注24・485頁及び注27・486頁。
56）兼子・前掲注4）730頁。
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被告：�Rusoro�Mining�Ltc.（カナダ）
原告：�ベネズエラ・ボリバル共和国
裁判所：�フランス・破毀院第1民事部（Batut〔長〕、

Hascher〔受命報告裁判官〕、Auroy、
Antoine、Vigneau、Bozzi,�Poinseaux,�
Fulchiron,�Dard）

事件番号：�no�19-11.551
判決日：�2021年3月31日
出典：�https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JU

RITEXT000043352180?init=true&page=1
&query=19-11.551&searchField=ALL&�
tab_selection=all（公式判例集登載）

本件判断のポイント

�・�〈紛争は、それが生じてから3年以内に仲裁に
付託しなければならない〉というBITの規定
は、フランスの裁判所においては、時効期間
の定めとして扱われる。

�・�フランス民事訴訟法上、時効は、管轄の問題
ではなく、受理可能性の問題であるから、仲
裁判断の取消事由にはならない。

Ⅰ．本件の概要

今回の検討対象は、パリ控訴院判決の下した仲
裁判断一部取消判決を破毀して差し戻した破毀院

の判決である。まず、時系列に沿って、事件の発
端から破毀判決に至るまでの経緯を辿ろう。

1. 事実
金の採掘事業（探査、鉱業権の取得、採鉱等）

を手がけるカナダの会社Rusoro�Mining�Ltc.（申
立人・被告──以下、「Rusoro」）は、2006年か
ら2008年にかけて、ベネズエラ・ボリバル共和
国（被申立国・原告──以下、「ベネズエラ」）の
24の会社の株式の過半数を取得した。対象会社
は、ベネズエラの南東部に合計で58の鉱業権（鉱
区）を有していた。ところが、ベネズエラは、
2009年から2010年にかけて、金の輸出制限およ
び為替の管理等の措置を課し、さらに、2011年9
月16日、国有化のため、国が支配する合弁会社
に金の採掘事業を譲渡することを命じた。譲渡条
件につき当事者間で交渉が続けられたが、合意を
見ないまま、2012年3月15日、期限の到来によっ
て、Rusoroとその子会社の鉱業権は消滅した。

2. 仲裁判断（ICSID�Case�No.�ARB（AF）/12/5）
そこで、2012年7月17日、カナダ・ベネズエラ

間のBIT（1996年）に基づいて、Rusoroは、収
用に関するルール違反、公平公正待遇違反等を理
由 に、ICSIDの 追 加 的 措 置 規 則（Additionl�
Facility�Rules）に基づく投資仲裁を申し立てた1）。
仲裁に関して、仲裁地はパリ、審問地はワシント
ンDC、手続言語はスペイン語と英語とする合意

投資協定仲裁判断例研究（139）
〈紛争は、それが生じてから3年以内に仲裁に付託しなければならない〉というBITの規定の意味
──管轄か受理可能性か

金山直樹 Naoki Kanayama

投資協定仲裁研究会　弁護士　慶応義塾大学名誉教授
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が当事者間で成立した［para.18］。
後に、仲裁判断の取消訴訟において問題とされ

るのは、「投資家と投資受入当事国間の紛争の解
決」と題する本件BIT12条である。そこには、「投
資家が、自ら主張する違反を自ら知り、かつ、損
失または損害を被ったことを知った日または最初
に知るべきであった日から、3年が経過する前」
でなければ、紛争を仲裁に付託することができな
い、という規定が置かれている（3項（d）──以
下、単に「3年の期間」という）。

仲裁廷によれば、3年の期間を本件に適用すると、
2009年7月17日以降に生じた事実だけが仲裁の対象
になる。この日付（‘the�Cut-Off-Date’）については、
仲裁の両当事者も認めている［paras.192,209］。
そのことを前提に、仲裁廷は、①2009年の4月お
よび6月の措置、②2010年の措置、そして、③
2011年の措置が、相互にいかなる関係にあるの
かを問う［para.229］。それは、複数の措置を一
連の一

・

つ
・

の行為として捉えて、3年の期間より以
前になされた①の措置も含めて仲裁の対象とする
ことができるかを判断するためである2）。その観
点から見ると、①の措置は、金の輸出規制、為替
管理の強化、私企業と公企業とを区別する制度の
創設を内容とするものであった。ところが②の措
置は、反対に、輸出規制も為替管理も緩め、私企
業と公企業との区別も廃止するものであった。以
上に対して、③の措置は、全く異なる態度に出て、
金に関するすべての事業を国有化するものであっ
た［para.230］。それゆえ、①～③の措置を一つ
の行為として捉えることはできず、それぞれ別個
の行為として捉えるべきである［para.231］。そ
の結果、①の措置に関する違法の主張は3年の期
間外のものとなり、請求の対象にはなりえない

［para.232］。しかし、①の措置が「背景や文脈と
して、そして、投資家の正当な期待を証明するた

めに、何らかの意味を持つことを妨げない」
［para.236］。

以上のように説いた上で、仲裁廷は、ベネズエ
ラに対して、③の補償なき収用は、BIT7条に違
反するとして9億6650万米ドルの補償を、そして、
②の措置は、輸出またはそのための売買を制限す
ることを禁じた附属条項（BIT,�Annex,�Part�II,�6

（d））に違反するとして127万米ドルの損害賠償
を、それぞれ利子付で支払うよう命じた（2016
年8月22日）。支払額の算定は精緻を極めるが、
ここでは省略する。

3. パリ控訴院判決
この仲裁判断の取消しを求めて、ベネズエラは、

2016年10月19日、パリ控訴院に訴えを提起した。
同院（Dominique�Guihal〔部長〕、Anne�Beauvois

〔長〕、Jean�lecaroz）は、2018年12月6日の期日
を経て、2019年1月29日、以下のように説いて、
仲裁判断の一部取消を言い渡した3）。
「〔1〕〔仲裁判断の〕取消しを求められた裁判官

は、管轄に関する仲裁廷の判断を──肯定、否定
を問わず──審査する。ここで裁判官は、仲裁合
意の射程を測定し、そこから仲裁人が付託された
任務に忠実であったかを判断する。そのため、裁
判官は、法律上のものであれ、事実上のものであ
れ、その判断に資する一切の事項を探求する。こ
のことは、ある条

・

約
・

の条項に基づいて仲裁人が付
託を受けた場合も異ならない」（p.4）。
「〔2〕国際公法においては、国家が仲裁に同意

する際にいろいろな条件を付けることは自由であ
るから、それらの条件は、仲裁人が判断する権限
を限定するものとして理解されるべきである。本
件においては、BIT12条5項の規定4）の明確な文
言から、両当事国は仲裁の申込みを同条の掲げる
条件、とりわけ同条3項（d）の条件の遵守にか

1）Rusoroが追加的措置規則に依拠したのは、仲裁の申立て当時、カナダは未だICSID条約の当事国でなく（当事国
になったのは2013年12月1日）、その場合には、BIT12条4項（b）によって、仲裁はICSID追加的措置規則によると定
められていたからである。
2）ここで両当事者および仲裁廷は、国家責任条文草案（2001年）15条に依拠しており（paras.223-227）、後のパリ
控訴院判決（後掲注3）,�p.�7）も同様である。
3）https://www.dalloz-actualite.fr/sites/dalloz-actualite.fr/files/resources/2019/03/16-20822.pdf.
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からしめたと言うことができる。同項によれば、
BITに基づいて設置される仲裁廷は、投資家が仲
裁申立日の3年以上前から知り、または知るべき
であった損害の原因事実の審査につき、管

・

轄
・

が
・

な
・

い
・

。仲裁廷自身も、この点を〈VI　無管轄の抗弁・
その１　管轄の抗弁の第1：紛争が時効にかかっ
ていること〉という章において詳論している。

したがって、民事訴訟法典1520条1号を理由に
不服申立を受けた裁判官は、紛争が付託された時
から3年以上前に投資家の知っていた事実につ
き、仲裁人が管轄があると判断した違法があるか
を審理することができる」（p.5-6）。
「〔3〕確かなことは、仲裁廷の時的管轄（la�

compétence�ratione�temporis）を認めるための基
準日は、2012年7月17日〔＝Rusoroの仲裁付託日〕
だということである。その結果、2009年7月17日
以前に投資家の知っていた事実は除かれる」（p.7）。
「〔4〕ところで、仲裁判断が示しているように、

Rusoroが、2009年4月および6月に課された輸出
規制措置……のみならず、事業に対するその悪影
響を知っていたことは、2009年6月30日にベネズ
エラの副大統領に宛てた書簡において明らかにさ
れている」（p.7──paras.221-232の引用）。

ところが、仲裁判断においては、2009年に生
じた規制環境の変更によってRusoroの子会社の
価値が明らかに下がったことが認められており、

「〔5〕仲裁廷は、2009年になされた輸出規制措置
による影響を無視しながらも、実際には、不服申
立人がまさに指摘する通り、2011年の収用によっ
て生じた損害賠償の中に、時的管轄の範囲に入っ
ていないにもかかわらず、2009年の措置に起因
する損害を加えた」（p.9）。

したがって、仲裁廷が無管轄だとする〔原告の〕
主張には理由がある。それゆえ、補償なき収用を
理由とする損害として9億6650万米ドルおよびそ
の利子の支払いを命じた部分に限って、仲裁判断
を取り消す（p.9）。

4. 破毀院判決
Rusoroは、3年の期間は時効期間であり、それ

ゆえ管轄の問題ではなく受理可能性の問題である
等として、控訴院判決の破毀を申し立てた。これ
を受けて、破毀院は以下のような判決を下した。
「5　民事訴訟法典1520条1号の規定によれば、

〔仲裁判断の〕取消しの申立てを受けた裁判官は、
仲裁人が用いた文言にも、当事者の提案した文言
にも囚われることなく、法律上のものであれ、事
実上のものであれ、仲裁合意の射程の測定に資す
る一切の事項を探求することによって、仲裁廷の
管轄に関する判断を審査する。この審査において
は、仲裁判断の実質的再審査〔本案に関する再審〕
はすべて排除される」。
「8　控訴院は、上記の判決を下すことによっ

て、民事訴訟法典1520条1号に違反した。なぜな
ら、BIT12条3項（d）の定める時

・

効
・

期
・

間
・

は、管轄
に関する抗弁ではなく、請求の受

・

理
・

可
・

能
・

性
・

に関す
る問題であって、民事訴訟法典1520条1号の関知
するところではないからである。

以上の理由により、破毀院は、他の上告申立理
由につき判断するまでもなく、パリ控訴院が当事
者間で下した2019年1月29日付判決の主文すべて
を破毀し、かつ取り消す。

事件と当事者を同判決以前の状態において、別
構成のパリ控訴院に移送する」。

Ⅱ．解　説

本件取消訴訟において適用される仲裁地法はフ
ランス法である。その民事訴訟法典1520条1号は、
国際仲裁判断の取消事由として、「仲裁廷が管

・

轄
・

の有無について誤った判断をしたとき」を掲げて
いる。

ここでフランス法は、管轄に関する仲裁判断が裁
判所による審査対象になると明記している5）。他国
の法状況を見ると、「管轄」という文言が用いら
れていない場合であっても、内容的には、管轄に

4）BIT12条5項「ここに各当事国は、本条の規定に従って国際仲裁に紛争を付託することに無条件に同意する」。
5）明文で管轄に関する誤った判断を取消事由とする同様の立法としては、たとえば英国仲裁法（1996年）67条、ス
イス連邦国際私法（1987年）190条2項（b）がある。
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関する判断の誤りを取消原因・執行不許可原因と
して認める立法例が多い6）。

そもそも、仲裁廷が請求を退ける事由としては、
（i）管轄の不存在、（ii）請求の棄却、（iii）請求
の不受理がある。本件においては、3年の期間が、

（i）に関するものか、それとも（iii）に関するも
のかを巡って、パリ控訴院と破毀院とで判断が分
かれた7）。そこで、以下においては、まず、パリ
控訴院と破毀院の判断の対立構造を分析しよう

（1）。その上で、対立構造の背後に見え隠れする
法観の違いを探ってみたい（2）。

1. 「3年の期間」の法的性質
「3年の期間」は、管轄と受理、いずれの問題か。

この点を考えるため、順次、（ア）フランス法、
そして、（イ）国際法に即して、両者の区別の基
準と意味を確認しておきたい。

（ア）フランス法における区別
フランス法では、被告の防御手段という観点か

ら、民事訴訟法典において、上記の（i）～（iii）
は判然と区別されている8）。

まず、（i）の管轄の抗弁は、訴訟上の抗弁の一
種であって、「訴訟手続の不適法又は消滅を宣言
させ、あるいは、手続進行を停止させようとする
すべての防御方法」を指す（民訴法典73条）。管
轄に関する抗弁は、請求者の訴権を否定したり、
その請求の理由を争ったりすることなく、訴訟手

続を放棄せしめ、あるいは別の裁判所での審理再
開を促す事由である。原則として、訴訟の冒頭で
主張しなければならない（同74条1項）。

次に、（ii）の本案に関する防御とは、「権利に
つき実質的に審理した上で、相手方の請求を理由
のないものとして退けることを目的とするすべて
の事由」である（同71条）。手続上、訴訟のいか
なる段階でも提出することができる（同72条）。

最後に、（iii）の訴訟不受理事由は、「訴訟をす
る権利の欠缺を理由に、相手方の請求につき実質
的に審理することなく不受理の宣言を求めるすべ
ての事由であって、適格の欠缺、利益の欠缺、時

・

効
・

、除斥期間、既判事項などがこれに該当する」（同
122条）。訴訟不受理事由は、訴訟の遅延をもたら
さない点で管轄の抗弁と区別され、また、実質的
な審理をしない点において本案に関する防御とも
区別される。だが、訴訟不受理事由が認められる
と、管轄の抗弁と異なり、相手方の請求は、確定
的かつ絶対的に否定される9）。その点で、本案に
関する防御との共通点が見られる。もっとも、フ
ランスの学者も認めているように、訴訟不受理事
由には異質なものが混じり込んでいる。とくに日
本法においては、時効は本案に関する防御方法で
あるのに対して、訴えの利益や当事者適格は管轄
と並ぶ訴訟要件であるとされているので、違和感
は拭えない。

6）日本仲裁法45条2項5号・44条1項5号、UNCITRALモデル法34条（2）（a）（iii）、ニューヨーク条約5条1（c）（d）、
アメリカ連邦仲裁法10条（a）（4）。
7）以前、私は、腐敗した投資家の保護を拒絶する場面に即して、「管轄の不存在、請求の不受理、請求棄却のどれを
認めるべきかは、いずれも申立人は保護されない点で変わりがないので、余り実益のある議論だとは思われないが、
気になるところである」と述べたことがある（金山直樹「投資協定仲裁判断例研究（118）賄賂の蓋然性を含む申立
人の悪意を追加的な理由として、ラオスに対する投資家の保護を拒んだ例」JCAジャーナル67巻2号（2020年）49頁）。
腐敗に関する仲裁判断は、管轄以外の問題として捉えても、「（国際）公序」違反としての取消しの対象になるので（仏
民訴法典1520条5号参照）、余り実益がないからである。実際、多くの立法例において、公序違反は、仲裁判断取消、
また執行不許可の理由として認められている（日本仲裁法45条2項9号・44条1項8号、UNCITRALモデル法34条（2）（b）

（ii）、ニューヨーク条約5条2（b）、スイス連邦国際私法190条2項（c））。けれども、本件のように公序違反が問題に
ならない事案においては、管轄の問題として捉えるか否かは、フランス等における取消訴訟にとって決定的である。
8）以下の叙述は、基本的に、Loïc�cadiet�et�Emmanuel�Jeuland,�Droit�judiciaire�privé,�Litec,�5e�éd.,�2006,�p.�288�s.,�
no�470�s.に依る。
9）フランス革命前の普通法時代において、訴訟不受理事由が滅却的抗弁と呼ばれたゆえんである（フランス普通法
学における訴訟不受理事由については、金山直樹『時効理論展開の軌跡──民法学における伝統と変革──』（信山社、
1994年）194～198頁参照）。
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（イ）国際法における区別10）

国際法において、一般に、（a）「管轄の抗弁」
とは、紛争解決を付託された裁判所が裁判権を行
使することに関して当事者は同意していなかった
という防御方法であり、これと対置される（b）「不
受理の抗弁」とは、管轄の存在を前提にしつつも、
本案の審理に入る前に、先決的に請求の棄却を求
める防御方法である、とされている（p.774）。国際
司法裁判所規則も、この区別を認めているが11）、
区別の基準は何ら示していない（p.776）。

国際法における管轄の特徴は、国内法における
管轄と異なり、完全に当事者の同意に基礎づけら
れていることである。その結果、（a）管轄に対す
る異議は、国際法においては、どのような形式を
用いて主張するにせよ、つまるところ当事者の同
意がないという主張に帰することになる。これに
対して、（b）不受理の抗弁とは、裁判所が争いに
つき管轄権を持っていても、申立人の請求を拒絶
すべき──本案以外の──事由を主張することに
帰する（p.779）。つまり、（a）裁

・

判
・

所
・

の属性が管
轄であり、（b）請

・

求
・

の属性が受理可能性だという
わけである（p.783）。あるいは、（a）当該仲裁廷
には請求を申し立てることができなかったという
のが管轄の問題であり、（b）当該請求を審理すべ
きでなかったというのが受理可能性の問題である
という区別も提案されている12）。

しかし、このような基準によっては判然と区別
できない場合が少なくないように思われる。事実、
論者も無管轄と不受理の区別が明確でない場面が

あることを認めている13）。その根本的理由は、司
法的権限の行使を妨げる事由は、仲裁制度ないし
仲裁機関の立場からは、（a）の管轄の問題として
映るのに対して、個別事件の仲裁人ないし申立人
の立場からは、（b）の個別の請求の受理の問題と
して映るからである。つまり、無管轄と不受理の
どちらの問題と見るかは、結局は視点の相違に帰
するわけである。現に、無管轄と不受理の両方を
認めた仲裁判断もある14）。

本件の仲裁判断においても、（a）と（b）の区
別の曖昧さが表れている。実際、仲裁廷は、一方
において、3年の期間の問題は時的管轄の問題と
して扱っており（para.190以下）、その期間内に
なされたRusoroの請求について、仲裁廷は「自
らの管轄権を認めた（asserted）」と説示してい
る（para.885）。この点から見ると、仲裁廷が3年
の期間を管轄の問題として扱っていることは明ら
かである。ところが、他方において、仲裁廷は、
Rusoroの請求は2009年に関する部分については

「時効に関する規定」（statute�of� limitations）に
よって阻まれるとも説示している（paras.204,575,�
883,892）。ここでは、権利（請求権）に焦点を当
てて、3年の「Cut-Off�Date」の到来によって、
請求が受理されなくなるという見方も示してい
る。つまり、3年の期間につき、仲裁廷は、管轄
の問題であるとしつつも、受理可能性の問題でも
あるとして、いわば両側面から扱っているのであ
る。それは、国際法上、3年の期間をどちらにも
解釈できること15）の投影だといえよう。

10）以下は、主に�Yas�Banifatemi�et�Emmanuel�Jacomy,�Compétence�et�recevabilité�dans�le�droit�de�l’arbitrage�en�
matière�d’investissements,�in� :�Charles�leBen�（dir.�par）,�Droit� international�des� investissements�et�de� l'arbitrage�
transnational,�Pedone,�2015,�p.�773�s.に依っている（本文では頁数のみにて引用する）。
11）国際司法裁判所規則79条1項「裁判所の管轄権もしくは請求の受理可能性に対する被告のすべての抗弁または本
案手続に進む前に決定を求められるその他の抗弁は、可及的速やかにかつ申述書の提出後3か月以内に書面で提出し
なければならない」。
12）Jan�Paulsson,�Jurisdiction�and�Admissibility,�in�:�G.�aksen,�K.-H.�BöckstieGel,�M.�J.�mustill,�P.�M.�Patocchi,�
A.�M.�Whitesell�（eds）,�Global�Reflections�on�International�Law,�Commerce�and�Dispute�Resolution.�Liber�Amicorum�
in�Honour�of�Robert�Briner,�2005,�p.�617.そこでは、消滅時効は不受理事由として位置づけられている（p.�616）。なお、
岩月直樹「国際投資仲裁における管轄権に対する抗弁とその処理」（RIETI�Discussion�Paper�Series�08-J-012、2008
年）参照。
13）例、Paulsson,�précité�à�la�note�12,�p.�608�s.
14）ICSID�Case�No.�ARB/03/08,�January�10,�2005,�para.�40� ;�Voir�Carlo�santulli,�Droit�du�contentieux�
international,�LGDJ,�2e��éd.,�2015,�p.�161-162,�no�255.
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2. パリ控訴院と破毀院の法観の違い
仲裁廷の管轄に関する判断は、裁判所による審

査に服する（民訴法典1520条1号）。審査は、法
律上のものであれ、事実上のものであれ、裁判官
の判断に資する一

・

切
・

の
・

事
・

項
・

を探求する「完全」な
ものであって、何らの制約にも服しない16）。つま
り、仲裁判断の取消訴訟において、裁判所は、管
轄については再審を行い、その際、何を管轄問題
として評価するかにつき、仲裁判断には囚われな
いのである。以上の原則論においては、パリ控訴
院も（判旨〔1〕）、破毀院も（判旨5）、立場を同
じくしている17）。立場を異にしているのは、3年
の期間を管轄の問題として扱うか否かである。

3年の期間がBITによって定められている以上、
その法的性質は国際法上の準則に従って解釈され
るべきであり、さしあたり、その任を担うのが仲
裁廷である。パリ控訴院は、1520条が国際仲裁
に関する規定であることを踏まえて、国際法の解
釈として仲裁判断によって認められた「時的管轄」
という法性決定をそのまま受け入れている。それ
は単に仲裁判断を尊重したからではない。パリ控
訴院は、国際法の原則に則ることを宣言し、理由
を示した上で、自らの判断を示しているからであ
る（判旨〔2〕）。3年の期間を時的管轄の問題と
して法性決定することは、国際法上、唯一可能な
解釈とは言えないにしても、十分首肯することの
できるものである。そこに見られるのは、国際法
に寄り添う姿勢であって、いわば開国的な法観だ
ということができる。

これに対して、破毀院は、もっぱらフランス法
の概念に則った判決を下している。国際法に言及
することもない。何らためらうことなく、フラン
ス法上の概念を当てはめて、3年の期間は時効期
間であり、したがって訴訟不受理事由に該当する
と判断している。フランス法においては、「時効」
という法性決定さえすれば、あとは条文（民訴法
典122条・1520条）を機械的・形式的に適用する
だけで、3年の期間に関する解釈の誤りを理由に
仲裁判断を取り消すことはできない、という結論
が論理必然的に導かれる（判旨8）。その論理に間
然するところはない。パリ控訴院の法観と対比す
るならば、そこに表れているのは、いわば鎖国的
な法観だということができる。国際法の侵入を拒
絶し、フランス法の自律性を確保しようとしてい
るように見えるからである。

だが、そもそも何ゆえ、3年の期間を時
・

効
・

期間
として法性決定するのか、破毀院は、その理由を
明らかにしていない18）。時効とは、権利の行使期
間を制限する制度であるという国内法の定義を当
てはめれば自明の帰結だと言わんばかりである。
もっとも、実質的な理由も考えられないわけでは
ない。それは、パリ控訴院の結論に対する違和感
である。なぜなら、パリ控訴院は、国際法に準拠
する開国的な法観を示したが、そこから出した結
論はといえば、逆説的にも、国

・

際
・

仲裁判断の取消
しだったからである。これに対して、破毀院は、
鎖国的な構えを見せることによって、結果的に、
国際仲裁判断の終局性、ひいては国際仲裁秩序の

15）Giraud「本件評釈」後掲注19）。
16）Tim�PortWood�et�Romain�dethomas,�Réflexions�sur� le�contrôle�de� la�compétence�fondé�sur�un�traité�d’
investissement,�Les�chaiers�de�l’arbitrage,�2019-1,�p.�94.
17）管轄に関する仲裁判断につき裁判所が完全な審査権限を持つことは、しばしば判例において示されている（Cass.�
1re�civ.,�6�janvier�1987,�Rev.�arb.�1987.�469,�note�Ph.�Leboulanger�;�JDI�1987,�p.�638,�note�B.�Goldman�;�Cass.�1re�
civ.,�6�octobre�2010,�Rev.�arb.�2010,�p.�813,�note�F.-X.�Train）.�Voir�Mathias�audit,�Sylvain�Bollée�et�Pierre�callé,�
Droit�du�commerce�international�et�des�investissements�étrangers,��LGDJ,�3e�éd.,�2019,�p.�772,�no�978.
18）本件と同様の3年の期間を定めるNAFTA（1116条（2）──本文後述）について、「明示的に時効期間を定めて
いる」と評し、その場合には、仲裁申立は不受理になる旨を説く仲裁判断例を紹介するものがあるが（Arnaud�De�
nanteuil,�Droit�international�de�l'investissement,�Pedone,�3e�éd.,�2020,�p.�276）、その理由は述べられていない。のみ
ならず、そもそも取消しの可能性まで視野に入れた叙述とは言えない（引用する仲裁判断例も取消しとは関係がない）。
これに対して、国際法上、3年の期間は時的管轄の問題であると述べるものもある（Maja�ménard,�Application�ratio�
temporis� de� la�protection�des� investissements�et�des� investisseurs（前掲注10）所収）,�p.�201�s.,�notamment�p.�234,�
note�163）。なお、後掲注22）引用の仲裁判断例も参照。
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自律性を尊重している。3年の期間に即して言え
ば、それを管轄の問題として捉えることは、最も
警戒すべき「仲裁判断の実質的再審査」（判旨5末
尾）になると考えたのであろう。

本件評釈を見ると、パリ控訴院判決には反対19）、
破毀院判決には賛成20）、というものがほとんどで
ある。興味深いのは、国際法学者であれば、3年
の期間は時的管轄の問題だと捉えても何ら不思議
ではないのに、その角度からの異論が全く見られ
ないことである。パリ控訴院が、ある意味ではグ
ローバル時代を意識して国際法尊重の開国的法観
を示したと評することができるにもかかわらず、
それに与することなく、鎖国的法観を示した破毀
院を支持している。国際法学者は、破毀院ととも
に、国

・

際
・

仲裁秩序の自律性という目的論に導かれ
て、主権国家の権力行使たる国家裁判所による介

入をできるだけ抑制する方向に動いているように
見える。だとすると、鎖国的アプローチは、その
ための一つの手段、もっと言えば、一つの方便に
過ぎないと位置づけるべきなのかもしれない。

なお、本件カナダ・メキシコ間のBITと同様、
仲裁付託につき期間制限を設ける条約は、一定数
存在している。その元となっているのがNAFTA

（1992年、1116条（2））であり、それが幾つかの
条約に受け継がれている21）。日本も、インドとの
EPA（2011年、96条（9））やカザフスタンとの
BIT（2014年、17条（9））において、本件と同
様の3年の期間を定めている。それゆえ、本件の
ような紛争は、わが国とも無縁ではない。実際、
日産がインドを相手に申し立てた投資仲裁におい
て、3年の期間が一つの争点になったが、そこで
は管轄の問題として扱われている22）。

19）D.�2019,�p.�2435,�note�Thomas�Clay�;�JDI�2020,�p.�199,�note�H.�Ascencio�;�Rev.�arb.�2019,�p.�250,�note�M.�Audit�;�
JCP�G,�2021,�doct.�696,�Paul�Giraud.�
20）Procédures,�no�7,�juillet�2021,�comm.�196,�par�Laura�Weiller�;�Giraud,�précité�à�la�note�19.
21）期間制限規定は、国際法上、時効が認められないこと、あるいは認められるとしてもルールが不明確であること
から、たとえばカナダやメキシコが締結する幾つかのBITに置かれている（Ménard,�précité�à� la�note�18,�p.�231-
235）。なお、グロティウスは、国家間でも適用される自然法を描写する中で、時効論を展開していた（金山・前掲注
9）22頁以下参照）。
22）PCA�Case�No.�2017-37,�Decision�on�Jurisdiction,�29�April�2019,�paras.�323-330（インドによる「無管轄の抗弁」
を排斥）。
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競合する仲裁手続における矛盾抵触する仲裁判断
の有効性が問題となった事例
香港高等裁判所第一審裁判所6月17日判決（W v 
AW［2021］HKCFI 1707）

【事実関係】
W社（ヴァージンアイランド法人）とAW社（ケ

イマン諸島法人、中国法人であるBJAW社の関連
会社）は企業買収の一環として、株式償還契約や
枠組契約など一連の契約を締結したが、結局企業
買収は頓挫した。これらの契約には、これらの契
約に関して紛争が生じた場合に香港国際仲裁セン
ター（HKIAC）による仲裁に服する旨の合意が
含まれていた。WとWの単独株主であるPY（中
国国籍）は、同仲裁合意に従い、枠組契約につい
てAWらに対して2017年1月25日にHKIACで仲裁
を申し立てた（第1仲裁）。他方、AWはWに対して、
同仲裁合意に従い、株式償還契約について、
2017年6月23日にHKIACで仲裁を申し立てた（第
2仲裁）。いずれも3人の仲裁人により構成された
が、このうち1人は同一人物であった。第1仲裁
の仲裁判断（第1仲裁判断）は、2020年3月13日
に下され、PYとWの申立てが認められ、AWに
よる不実告知にかかる抗弁は認められなかった。
それに対して、2020年7月13日に下された第2仲
裁の仲裁判断（第2仲裁判断）では、AWによる
不実告知にかかる主張が認容され、Wに400万ド
ル弱の返金が命ぜられた。

2020年10月に、Wは、第2仲裁判断が香港の公
序に反するとして、その取消しを求めて香港高等
裁判所第一審裁判所に訴えを提起した。Wの主張
は、第2仲裁の仲裁廷は、両仲裁に共通する争点

について、すでになされていた第1仲裁の判断を
無視して、同一当事者間の同一争点について、第
1仲裁の判断と矛盾する判断をしたこと、特に、
両仲裁に共通する仲裁人が1名含まれており、そ
の仲裁人が両仲裁判断で矛盾する判断を下してい
ることが、公正、適正手続の原則に反するとする
ものであった（第2仲裁の主仲裁人の中立性に問題
があった旨の主張もあったがここでは割愛する）。
それに対してAWは、第2仲裁の執行や第2仲裁に
より支払いを命じられた金銭の担保を求めた。

【判旨】
Ｗの代理人は、本件において争点についての禁

反言の原則を主張している。この争点についての
禁反言にかかる法的判断については、Mohammed 
Amjad v John M Pickavant & Co［2013］1 HKC 
145においてその基準が示されており、同問題は、
訴因の重要な要素を構成する特定の争点が、ある
訴訟で争われ判断され、その後それと同一の当事
者間で同じ争点が関連する別の訴因を含む手続に
おいて、争われ判断される場合に生じるとされて
いる。この点について両者間に争いはない。

本件では、一見すると、第1仲裁と第2仲裁と
では、異なる契約に基づく訴因を扱っており、そ
の判断が異なる結果をもたらしても問題がないよ
うにも見えるが、注意深く検討すると、両者の間
には同一の事実、すなわち、PYとWがAWの株
式の16.4％を保有しており、その株式は実際にも
潜在的にも紛争の対象とはなっていない、との
PYもしくはWによる表明が真実であるか否か、
について判断に不一致若しくは矛盾があることが

国際商事仲裁ADR判例紹介（19）

長田真里 Mari Nagata

大阪大学大学院法学研究科教授
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明らかである。
第1仲裁の仲裁廷は、様々な理由から、この表

明が請求を成り立たせるに十分な不実告知ではな
いと判断し、その判断は仲裁人の全員一致で下さ
れたものであった。第2仲裁の仲裁判断も全員一
致で下されたものであるが、同一当事者間の同じ
一連の事実に基づき、第1仲裁とは異なる結論に
至った。

第1仲裁で争点とされたのは、不実表示が枠組
契約締結時（2015年9月21日締結）かそれより前
になされたものか、という点であり、第2仲裁で
争点とされたのは、不実表示が株式償還契約締結
時（2015年12月）かそれよりも前になされたも
のか、という点であったが、第2仲裁でも第1仲
裁における枠組契約締結時かそれよりも前に不実
表示がなされたか、との争点についての判断もさ
れている。したがって、第1仲裁と第2仲裁で矛
盾する認定がされた事実は、不実表示という訴因
における重要な要素を構成する同一の争点につい
てのものであるといえる。

AWの代理人は、仲裁は対審手続であり、当事
者が争点についての禁反言を主張しなければ、第
2仲裁の仲裁廷がその問題を扱うことは不可能で
あり、Wからはそのような主張がなされなかった
と主張する。他方、Wの代理人は、第2仲裁判断
が下されて初めて、第1仲裁判断と第2仲裁判断
の判断が矛盾していることに気がついたのであ
り、第2仲裁の仲裁廷に、第1仲裁判断に注目し
ろと争うことは不可能であったが、第2仲裁の間、
仲裁廷に対して、同一当事者間で競合する別の仲
裁手続があることや、争点について矛盾する判断
が下されるリスクがあることにつき注意を喚起し
ていたことや、特に第1仲裁と第2仲裁とで同じ
仲裁人が含まれており、同仲裁人は第1仲裁判断
で判断された内容について明らかに気がついてい
たはずであることなどを主張する。

仲裁判断は最終的なものであり、仲裁の当事者
間を拘束することは言うまでもない。仲裁判断の
取消し、またはその執行拒絶の申立てにおいて、
裁判所が仲裁判断における事実または法のいずれ
かに関する判断の正しさを審査することはない。
したがって第2仲裁の仲裁廷が争点についての禁
反言の原則を無視したことは法的に間違っていた
と言えるかもしれないが、これは第2仲裁判断を
取り消す理由にはならない。

しかし、当裁判所は、仲裁手続と仲裁判断の構
造的完全性に関心を有している。 適正手続が損
な わ れ る よ う な 深 刻 な 行 為（Grand Pacific 
Holdings Ltd v Pacific China Holdings Ltd (in liq) 
(No 1) [2012] 4 HKLRD 1 (CA) at paras 94 and 
105に挙げられている行為）があった場合、裁判
所は、仲裁判断を執行すべきか、または公序を理
由に取り消すべきかを検討することができる。

本件においては、仲裁人の内1名が共通してい
るが、当該仲裁人はいずれにおいても反対意見を
述べておらず、第2仲裁においてなぜ同じ事実に
関する判断が異なるのかについて何ら説明をなし
ていない。このことはＷに対する不正と重大な不
公正を構成する。

当法廷は、第1仲裁およびその仲裁判断におけ
る守秘義務故に、両仲裁に共通する仲裁人が、第
1仲裁判断の内容を、第2仲裁の手続において開
示することが妨げられることはなかったとするW
の主張を認める。すでに先例で明らかなように、
同一当事者間の先行する仲裁判断を、合法的に後
続の手続で利用することは何ら守秘義務にかかる
問題を生じさせないからである。

本件事実に基づき、当法廷は第2仲裁判断が明
らかに無効であることを認める。第2仲裁判断を
執行することは我々の正義の概念に反するもので
あり、第2仲裁判断には、同じ問題について第1
仲裁の仲裁廷がすでに下した判断と矛盾し、整合
性のない判断があり、その判断は2つの仲裁判断
の同一当事者を拘束していたことから、第2仲裁
判断には実質的な不公平がある。このことは、な
ぜこのような矛盾した認定がなされたのかについ
て、第2仲裁判断では説明がなされていないこと、
また、仲裁廷が第2仲裁で裁定を下す前に、Wと
AWに第1仲裁判断に関する意見を述べる機会を
与えなかったことと併せて考慮される。 第2仲裁
判断の無効性に関する当裁判所の判断の重要な点
は、両仲裁手続に共通の仲裁人がいたという事実
である。

裁定を無効にすることは望ましいことではない
が、Sun Tian Gang v Hong Kong & China Gas 
(Jilin) Limited [2016] 5 HKLRD 221で強調されて
いるように、公正さと適正手続は仲裁手続を支え
るものであり、裁判所から承認されるための要件
となる。これらがなければ、第2仲裁判断は執行
されえない。
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2021年8月8日、1年遅れで東京で開催された第32
回オリンピック競技大会（以下、「東京大会」という。
また、オリンピック・パラリンピック双方の大会
を併せて「東京オリ・パラ大会」という）が閉会
した。開会式の10日前である7月13日から、スポー
ツ仲裁裁判所アドホック部（Ad hoc division, 
Court of Arbitration for Sport〔CAS〕。以下

「AHD」という）が、開催都市である東京の中心
地に位置する一般社団法人・国際紛争解決セン
ター（JIDRC）内に設置された。AHDにおいては、
選手の選考・資格、審判の判定などに対する不服
申立て事件、さらには、同時に設置されていたア
ンチ・ドーピング部からの上訴事件が扱われるが、
東京大会中、その申立て件数は（アンチ・ドーピ
ング部への申立て件数も含めて）19件にまで至っ
た。そこで下された仲裁判断の多くは、CASの
ウェブサイト（https://tas-cas.org）で公開され
ており、是非、参照されたい。

ところで、東京オリ・パラ大会の自国開催が決
定した後、本番に向けて当該国において国を挙げ
てスポーツの振興が行われることは、当然の流れ
である。しかし大会終了後については、それ以前
のような強力なスポーツ振興策はなかなか期待で
きない（ロンドン大会後の英国でも同様であっ
た）。つまり、これからが日本のスポーツ界にとっ
ては正念場であるということになるが、この観点
からは、東京オリ・パラ大会そのものについても
既に、運営組織におけるガバナンス上やコンプラ
イアンス上の問題が指摘されている。また、スポー
ツ先進国と呼ばれる英国やカナダにおいては、ス
ポーツ仲裁がガバナンスやコンプライアンスを実
現するための道具として重要なものと考えられて
いる一方で、制度そのものに対する問題点や課題

が指摘されてもいる。
そこで、本稿では、スポーツ仲裁に関する現代

的課題を検討する文献を紹介しつつ、その意義に
ついて改めて考えていきたい。

まずは、スウェーデンの大学における憲法学と
スポーツ法学の教授であり、CASの仲裁判断例
の実証研究に関する著書も発表している著者が執
筆した、CASの正統性に対する問題提起とそれ
に対する改革案について述べるLindholm, "A 
legit supreme court of world sports? The CAS

（e） for reform," vol.21 The International Sports 
Law Journal 1（2021）を紹介したい。

仲裁が伝統的には当事者の合意に基づく紛争解
決手続であり、国家の運営する裁判所の管轄から
離脱するものであるという理解を前提とすれば、
紛争当事者が私的に紛争を解決するという契約的
なモデルとして仲裁を理解することができる。し
かし、仲裁機関により制度化され（あるいは司法
化され）、後の仲裁廷により先例として参照され
ることを念頭に仲裁判断の公開がなされるような
状況になると、各当事者の私的な紛争解決から、
先例を創造する機能をも備えたものとして仲裁が
理解されることになる。その理解の下では、仲裁
人としては過去の先例と目の前の事案の関係性を
常に考慮する必要があり、その機能は国家の裁判
官と類似した機能を果たすといえる。また、先例
としての価値が過去の仲裁判断に事実上与えられ
るため、仲裁を中心としたトランスナショナルな
秩序が発展し続けることになる。

CASを創出したサマランチ元会長が、CASを
「世界のスポーツのための最高裁判所」となるこ
とを目指していたのは有名な話であるが、これは
CASが純粋な契約モデルの仲裁を行うフォーラ

国際商事仲裁ADR文献紹介（20）
スポーツ仲裁の意義と現代的課題

早川吉尚 Yoshihisa Hayakawa 小川和茂 Kazushige Ogawa
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ムとして設計されていないことを裏付ける。実際
にもCASはその仲裁判断において、スポーツ界に
おけるルールや原則を確立させるべく、（法的な
意味での先例拘束性はないものの）過去の仲裁判
断に先例的な価値を与えている。このようなこと
を考慮すれば、CAS仲裁は、もはや契約モデル
の仲裁とはいえない。世界のスポーツのための最
高裁判所として位置付けられるべきであり、その
ための正統性の確保が重要な問題となるのである。

このように述べた上で、同論文は、CASの正
統性を高めるためには、EUが投資紛争の解決の
ために導入した投資裁判所制度（investment 
court system；ICS）が参考になるとする。すな
わち、ICSの下では、常任の裁判官が採用されて
おり、国家の裁判所のように予測不可能な形で裁
判官が配転される。これにより、パネルの不偏性
と独立性が担保される。また、少数の常任の裁判
官が事件を裁くことによって、最も適格な高い水
準の倫理性・独立性・専門性を備えた者による判
断が期待できる上、判断の一貫性を高めることに
もつながる。そのようなICSの仕組みを、CASで
も採用すべきであると提案するのである。スポー
ツ紛争の解決には迅速性が求められるが、現在の
CASの手続では、利益相反の可能性のある仲裁
人の選定手続や、選定された仲裁人が事案の処理
に確保できる時間の少なさが問題となり、仲裁パ
ネルの選定に時間がかかるようになってしまって
いる。こうした問題の解消という観点からも、か
かる提案は有益であろう。しかし、問題は、誰が
裁判官として選ばれるかであり、その選定を巡っ
ては一筋縄ではいかない利害対立も予想される。

次に、英国でのスポーツ紛争解決における独立
性 と 不 偏 性 の 問 題 に つ い て 論 じ るO'Leary, 
"Independence and impartial ity of sports 
dispute resolution in the UK," Int'l Sports Law J 

（2021）（https://doi.org/10.1007/s40318-021-
00189-9）を紹介したい。

スポーツ紛争解決手続では、構造的な利益相反
が発生する可能性がある。すなわち、紛争解決の
ための規則の制定者、紛争解決を担当するパネル
を構成する権限を有する者、競技者に対する処分
をするスポーツ統括団体（Sport Governing 
Bodiy；SGB）との間で十分な権限の分離がなさ
れていない場合、構造的なバイアスが生じうるの
である。このことは、歴史的にスポーツ紛争の解
決手続が、SGBの管理下で有機的に発展してき
たことからも分かる。また、SGB内部のリソー
スや知識が不足している可能性もあり、独立した

公平な紛争解決手続を提供できないという問題も
ある。

しかし、だからといって国家の運営する裁判所
に頼ることは、スポーツ紛争の解決には迅速性が
求められるという点、さらには、選手の費用負担
という点から、現実的ではない。また、裁判所は
原則として、SGB内部の不服申立てパネルの決
定を過度に尊重する傾向があり、その点にも一定
の問題がある。

スポーツ仲裁パネルの公正性は、欧州人権裁判
所（ECtHR）で取り扱われたMutu & Pechstein
事件（2018年10月2日、App. No. 40575/10及び
67474/10） やAli Riza事 件（2020年1月28日、
App No.30226/10）でも、欧州人権条約（ECHR）
6条に定める「公正な審理を受ける権利」との関
係で議論がなされている。前者の事件ではCAS
仲裁廷を構成する仲裁人の公正性・独立性、仲裁
合意の任意性、審問の公開の有無などが問題とさ
れ、Pechsteinの請求について、Pechsteinと国際
スケート連合（ISU）との間の仲裁合意は任意

（voluntary）な仲裁合意とはいえず、そのような
場合には、審問は公開されるべきであったが公開
はされていなかったことがECHRに違反するとさ
れた。また、後者の事件ではトルコ国内サッカー
連盟の紛争解決機関の公正性・独立性が問題とさ
れ、国内紛争解決機関の判断権者が外部から影響
を受けないようにする措置が不十分であるとし
て、その公正性に問題がありECHRに違反すると
の判断がなされた。

両事件においては、SGB内部の紛争解決手続
については、規則制定権を持つ者（SGBの理事会）
と紛争解決についての判断権を持つ者（SGB内
部の不服申立てパネル）の分離と、パネル構成員
の公正な任命の必要性が強調されている。すなわ
ち、SGBとは独立した団体による紛争解決手続
を利用することで、はじめて公正性・独立性の問
題は回避できるのである。

以上のように述べた上で、同論文は、スポーツ
仲裁機関の意義を、SGBから独立した団体であ
るという点に見出している。傾聴に値する主張で
ある。なお、この点で、選手選考に関するイギリ
スの仲裁事案を通じて、スポーツ仲裁がSGBの
グッド・ガバナンスにどのように資するのかにつ
いて論じる Cooper & Ellis, "Dispute resolution, 
legal reasoning and good governance: learning 
from appeals on selection in Sport," 20（5） 
European Sport Management Quarterly 560 

（2020）も参考にされたい。
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Ⅰ．はじめに

中国においては、不誠実な債務者に対抗する手
段として、法院に日本の裁判所よりも強大な強制
執行権限が認められている。日本と異なり、退職
金1）や年金2）に対する強制執行3）も認められてお
り、一定の場合には配偶者名義の財産に対する強
制執行も認められ（《最高人民法院による中華人
民共和国婚姻法の適用に関する若干問題の解釈》
第24条）、被執行者の出入国を制限すること（中
華人民共和国民事訴訟法第255条等（以下「民事
訴訟法」という）、《最高人民法院による中華人民
共和国民事訴訟法執行手続の適用に関する若干問
題の解釈》第36条以下）、一定の場合には被執行
者を処罰することも認められている（民事訴訟法
第111条6号等）。その他、最高人民法院は、典型
的な違法な執行回避に関する実際の事案を指導性
案例として定期的に紹介し、執行回避を行った場
合に受ける不利益について周知を試みている。

これらに加えて、被執行者高額消費制限と信用
喪失被執行者名簿という制度が設けられており、
実務においては、被執行者に対して履行を強く促
す制度として、かなりの実効性が認められている
ところである。

Ⅱ．�被執行者高額消費制限による制限に
ついて

被執行者高額消費制限とは、被執行者が法院に
よる執行通知書において指定した期限までに、確
定判決等に基づいて給付義務を行わなかった場
合、執行申請者の申立てにより（例外的に職権に
よる場合もある）、法院が、被執行者による高額
消費について制限を命令することのできる制度4）

である（《最高人民法院による被執行者の高額消
費制限に関する若干規定》5）（2015年7月6日改正、
同22日施行）（以下「高額消費制限規定」という）
第1条、第4条）。法院が高額消費の制限を命令す

中国商事紛争解決の理論と実務（21）
中国における確定判決等の履行確保のための制度について

麦 志明 Shimei Baku

弁護士法人東町法律事務所パートナー　弁護士 博士（法学） 駐大阪中国総領事館法律顧問

1）原文：退休金・离职金。
2）原文：养老金。
3）《執行手続において離職・退職者の離職金・退職金を差押・控除してその債務を精算させることができるかという
問題に関する最高人民法院研究室の回答》（原文：最高人民法院研究室关于执行程序中能否扣划离退休人员离退休金
清偿其债务问题的答复）、《社保機構に対して年金を仮差押、差押・控除することについて協力を求めることができる
かという問題に関する最高人民法院の回答》（原文：最高人民法院关于能否要求社保机构协助冻结、扣划被执行人的
养老金问题的复函）に基づく。
4）なお、高額消費制限規定第5条においては、法院は、高額消費制限を命令するにあたってその期間等を定めなけれ
ばならないと規定されているが、実務上、当該期間は対象となる債務の履行の完了までと定められるのが一般的である。
5）原文：《最高人民法院关于限制被执行人高消费的若干规定》。
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るにあたっては、被執行者の履行に対する態度、
執行回避・執行妨害、履行能力を考慮しなければ
ならないとされている（同第2条）。

法院が被執行者に対して高額消費制限を命令し
た場合、被執行者は下記の高額消費を行うことが
制限される（同第3条1項）。
①航空機、寝台列車、船舶において2等以上の座

席・寝台を利用すること
②（一定の）星クラス以上のホテル、ラウンジ、

ゴルフ場等において高額消費を行うこと
③不動産の購入、又は家屋の新築、増築、高額な

リフォームを行うこと
④高級なビジネスビル、ホテル、マンション等を

賃借して業務を行うこと
⑤経営活動に必要でない車両を購入すること
⑥旅行すること
⑦子を高額な学費を要する私立学校に就学させる

こと
⑧高額な保険金の支払いや投資信託を購入すること
⑨高速鉄道（Gで始まる列車番号のもの）を利用

すること、その他の急行列車（D等で始まる列
車番号のもの）の1等以上の座席を利用すること

⑩その他、生活上必須ではない高額消費を行うこと
加えて、被執行者が法人である場合、法定代表

者、主要な責任者、債務の履行に直接責任を負う
責任者及び法人に対してコントロール権を有して
いる者は、同様に各高額消費を行うことが制限さ
れ、個人の財産をもって上記の高額消費を行う場
合であっても、執行法院に申請し、許可を得なけ
ればならなくなる（同第3条2項）。

また、法院が高額消費制限を命令した場合、必
要に応じて、被執行者の費用負担（一般的には執
行申請者が費用を立て替えることとなる）により、
関連するメディアに公告することができる（同第
6条、第7条）。

被執行者が高額消費制限に違反した場合、民事
訴訟法・刑法等の規定により処罰を受けることに
なる（同第11条1項）。また、高額消費の利用に
関連する法人が、被執行者の高額消費制限に協力

するよう通知を受けたにもかかわらず、これに違
反した場合、当該法人も民事訴訟法により処罰を
受ける（同第11条2項）。

Ⅲ．�信用喪失被執行者名簿による制限等
について

信用喪失被執行者名簿とは、以下の要件の1つ
に該当する被執行者が掲載される名簿を指す（《最
高人民法院による信用喪失被執行者名簿情報の公
開に関する若干規定》6）（2017年1月16日改正、
同日施行）（以下「信用喪失被執行者名簿規定」
という）第1条）。
①履行能力があるにも関わらず、確定判決等によ

り確定した義務の履行を拒否した場合
②証拠の偽造、暴力、威迫等の方法により執行を

妨害し、又は拒否した場合
③虚偽の訴訟・仲裁又は財産の隠匿、移転等の方

法により、執行を回避した場合
④財産報告制度に違反した場合
⑤高額消費制限の命令に違反した場合
⑥正当な理由なく和解協議を履行しない場合

当該名簿に掲載されることとなった被執行者
は、最高人民法院の信用喪失被執行者名簿データ
ベースに情報が集約され、新聞、ラジオ放送、テ
レビ放送、インターネット、法院の公告やその他
の方法を通じて公開され、さらに、政府関連部門、
金融監督部門、金融機構、行政の職能を行ってい
る事業単位及び業界の各協会に通知されることに
なる（同規定第7条、第8条等）。これらの結果、
被執行者は社会的信用を完全に喪失し、事業活動
を行うことは極めて困難となる。

なお、信用喪失被執行者名簿規定には、同名簿
に掲載された被執行者がどのような不利益を被る
かについて具体的には規定されていないが、別途
国務院により公布された《完成した信用保護の奨
励制度及び信用喪失に対する共同懲戒制度を制定
し、誠実で信用できる社会の建設を推進・加速す
ることに関する指導意見》7）（2016年5月30日公

6）原文：《最高人民法院关于公布失信被执行人名单信息的若干规定》。
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布）、国務院弁公庁等により公布された《信用喪
失被執行者の信用監督、警告表示及び懲戒制度の
制定を推進・加速することに関する意見》8）（2016
年9月14日公布）、及びこれらを受けて政府の各
主要部門の申し合わせにより作成された《信用喪
失被執行者に対する懲戒の共同実施についての協
力に関する覚書》9）（2017年2月11日公布）（以下「懲
戒覚書」という）においては、前述した高額消費
制限規定の項において述べた制限の大半、公職就
任制限、法定代表者就任制限、補助金受給制限、
食品・薬品等の分野における許認可の取得制限、
広範囲にわたる財産調査・差押等、32項目にわ
たる「懲戒」を実施すると規定されており（懲戒
覚書第3項）、これにより、被執行者には、経済活
動のみならず、社会生活を営む上で極めて広範な
制限が課されることとなる。

Ⅳ．両制度の差異

以上の通り、高額消費制限と信用喪失被執行者
名簿は、いずれも確定判決等の履行・強制執行を
確保するための制度であり、執行申請者の申立て
又は法院の職権により手続が開始し、被執行者に
一定の制限が課される点において類似している
が、後者は、前者に比して極めて広範な制限が予
定されているため、より厳格な要件が設けられて
いる等の差異が存在する。以下、それぞれの差異
について項目ごとに検討する。

1. 内容の差異
高額消費制限規定による制限は、前記Ⅱにおい

て記載した通り、高速鉄道のチケットの購入や一定
の星クラス以上のホテルでの宿泊等の高額消費10）

という経済的制限に限定されるのに対し、信用喪

失被執行者名簿規定（懲戒覚書を含む。以下、本
項目において同じ）では、上記のような高額消費
に加え、前記Ⅲにおいて記載した極めて広範な制
限が予定されており、文字通り「懲戒」（＝社会
的制裁）という側面を有していることは明らかで
ある。

2. 対象の差異
上記のように、信用喪失被執行者名簿規定によ

る制限は極めて広範に及ぶため、その対象は被執
行者に限定されており、被執行者である法人がそ
の対象とされた場合であっても、その法定代表者、
主要な責任者、債務の履行に直接責任を負う責任
者及び法人に対してコントロール権を有している
者について同様の制限を課すことはできない。他
方、高額消費制限規定においては、制限される内
容は経済的制限に限定されているため、その実効
性を確保すべく、法人が高額消費制限の命令の対
象とされた場合、前記Ⅱのとおり、上記の各自然
人についても同様の高額消費制限が課されること
となる。

3. 適用される条件の差異
同様の観点から、信用喪失被執行者名簿規定が

適用されるためには、法院によって前記Ⅲ①ない
し⑥において記載した各要件に該当すると認定さ
れる11）必要があり、その対象は一定の不誠実な
被執行者に限定されているが、高額消費制限規定
については、前記Ⅱにおいて記載した通り、被執
行者の履行に対する態度、執行回避・執行妨害、
履行能力は考慮要素とされるのみで、被執行者が
法院による執行通知書において指定した期限まで
に確定判決等に基づく給付義務を行わなかったこ
とのみを要件としており、その要件は、信用喪失

7）原文：《关于建立完善守信联合激励和失信联合惩戒制度加快推进社会诚信建设的指导意见》。
8）原文：《关于加快推进失信被执行人信用监督、警示和惩戒机制建设的意见》。
9）原文：《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》。
10）これら高額消費の内容については、各地方政府が制定している地方性法規によって、より細かく、具体的に規定
されている場合がある。
11）実際の認定においては、法院が強制執行の過程において調査した結果等が参照されるようである。なお、この認
定基準については、各地方政府が制定している地方性法規によって、より具体的に規定されている場合がある。
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被執行者名簿規定に比べて形式的なものとなって
いる。

4. 公開方法の差異
前記Ⅳ．1の通り、信用喪失被執行者名簿規定

は社会的制裁という側面を有しているため、当事
者に送達されるほか、前記Ⅲの方法により公布さ
れ、この情報は、各政府部門において共有される
ことが予定されているのに対し、高額消費制限規
定については、当事者の送達、執行について調査・
協力を依頼する法人等への送達及びメディアでの
公告に限定されている。

Ⅴ．まとめ

本稿において紹介した高額消費制限及び信用喪
失被執行者名簿については、現在までに、多くの
案件において利用されたことが確認できている。
これらに関連して公開された各文書・データを確

認すると、これらの制度は、国民一人一人に紐づ
けられた個人IDカード12）や各法人に紐づけられ
た全国法人統一社会信用コード13）という制度を
バックグラウンドとして成立していることがわかる。

近年、日本においても、裁判所による判決等の
債務名義の履行・強制執行の確保に関連して、弁
護士会照会による被執行者の銀行預金口座の特
定・残高照会、財産開示請求等、その実現に向け
て様々な制度が設けられるにいたっている。日本
においては、個人IDカードや全国法人統一社会
信用コードのような制度が存在しないことや、信
用情報の無制限な公開は憲法上の人権侵害になり
うるということから、高額消費制限及び信用喪失
被執行者名簿と全く同じ制度を設けることは困難
であるとしても、債務名義の履行・強制執行の確
保や債務者の信用情報に関する新たな制度を設け
るにあたっての参考になると考え、本稿において
紹介させていただいた次第である。

12）原文：居民身份证。
13）原文：全国组织机构统一社会信用代码。
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Ⅳ．考　察

（1）①②事件判決の要点
①事件は、執行債務者は米国、第三債務者はフ

ランスに事業所を有する米国法人（国際的な法律
事務所）で、そのフランスの事業所（パリ事務所）
が使用する不動産の賃料債権の差押え（の解除）
の可否が問題になった事案である。なお、債務名
義は、不当解雇による賠償金等の支払を命じた判
決で、この判決から約10年経過している。②事
件は、執行債務者はパナマ運河庁、第三債務者は
フランスに支店を有する英国の銀行で、フランス
の支店で預金債権の差押えが行われたところ、執
行債務者名義の口座はフランスの支店にはない
が、ニューヨーク支店にあることが判明し、差押
え（の解除）の可否が問題になった事案である。
①②事件の執行債務者は、いずれも主権免除が問
題になり得る者であるが、この点は、破毀院判決
では問題にされていない。因みに、フランスでは
執行手続に関する主権免除について明文の規定が
設けられている（民事執行法典L111-1-1条から
L111-1-3条18））。

①②事件判決の判旨（ⅰ）は同じである。破毀
院は、まず、帰属差押え（金銭債権に対する債権
執行）の要件を定める民事執行法典L211-1条を
引用し、帰属差押えは、第三債務者に対する強制

を前提とするから、国家の独立及び主権の原則に
基づく執行手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に限り、効力を生じる
とする。第三債務者が法人である場合は、ⓐ本店
所在地がフランスにあるときのほか、ⓑ差押えの
対象となる債権について「弁済をする権限を有す
るもの（entité）」をフランスに有するときも、フ
ランスに所在する場合に当たるとする。

破毀院は、①事件では、米国と米国法人の間の
不動産賃貸借契約に基づく差押債権の所在地は米
国であるとして差押えを解除した原判決は、国家
の 独 立 及 び 主 権 の 原 則 並 び に 民 事 執 行 法 典
L211-1条に違反するとして、原判決を破毀した。
差押えの可否は、第三債務者のフランスの事業所
が、ⓑの差押債権について「弁済をする権限を有
するもの」に該当するか否かにより判断すべきも
のとする趣旨と解される。一方、②事件では、外
国銀行の外国支店に執行債務者名義の口座がある
ことを確認した後、その口座がないフランスの支
店に対する差押えを解除した原判決を正当とし、
フランスにおける銀行の事業所で、執行債務者名
義の口座がないものに対しては、執行をすること
ができない旨を述べる。外国銀行の外国支店に執
行債務者の口座があっても、内国支店にその口座
がないときは、差押えができないとする趣旨と解
される。

国際民事執行・保全法裁判例研究（38）
国際的な債権執行の管轄（下）――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）

大濱しのぶ Shinobu Ohama

慶應義塾大学法学部教授

18）条文訳は、前掲注10）『フランス民事執行法典』27頁以下〔杉本和士〕。
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（2）フランスの学説の動向
従来、フランスでは、執行手続に関し、国際法

に基づくものとして属地性原則（属地主義）がと
くに重視されてきたようである19）。債権執行につ
いては、属地性原則により強制執行は対象となる
財産が国内にあることを要すること及び国際私法
では多数説は債権の所在地を債務者の居住地とす
ることから、差押債権の所在地国である第三債務
者の居住地国ですべきものとする考え方20）が、
伝統的で一般的な見解とみられる。この見解は、
実質的にみても適切であり、実効性の観点からも
第三債務者を保護すべき観点からも、第三債務者
が債権差押手続の要であるともいわれる21）。破毀
院は、この伝統的な見解に対する態度を明確にし
てはいなかったようである22）が、①②事件の原
判決23）も伝統的な見解によるものといえる。

一方、近時、一部の国際私法学説から、執行手
続の属地性原則は制限的に解すべきであり、債権
執行は属地性原則によって規律されるものではな

いとの考え方が提唱されている。この近時の有力
説24）によると、国際法及び国家主権の原則は、執
行手続に関し、外国における事実的強制（contrainte 
matérielle）あるいは執行機関による事実的介入25）

を禁止するにとどまり、事実的強制を伴わない観
念的強制である債権執行の管轄は、各国が自由に
定めてよく、フランスにおいては、債権者・執行
債務者・第三債務者の利益を勘案して決定すべき
ものとされる。①②事件の破毀申立理由も、近時
の有力説に基づくものといえよう26）。

（3）①②事件判決のフランスにおける評価
上述（2）のような見解の対立があること等か

ら、フランスでは①②事件判決の評価も分かれて
いる。まず、近時の有力説は、①②事件判決につ
いて、財産（差押債権）の所在地ではなく、第三
債務者という人の所在地を基準にするものであ
り、伝統的な考え方からの転換を示す画期的な判
決として高く評価する。もっとも、理由づけに関

19）フランスの属地性原則に関し、ジル・クニベルティ（長田真里訳）「執行にかかる属地主義と銀行口座の越境的
差し押さえ」酒井一編『国際的権利保護制度の構築』（信山社、2021年）64頁以下参照。
20）R. Perrot et P. Théry, Procédures civiles d'exécution, Dalloz, 3e éd., 2013, n°38.
21）Ibid.
22）前掲注1）のクニベルティ教授のブログ参照。なお、国際的な債権執行に関する破毀院判例で、しばしば言及さ
れるものに、Civ. 12 mai 1931, JDI 1932, p. 387, note J. Perroudがある。この1931年判決は、執行手続の属地性原則
を認めたものとされ、債権執行は第三債務者の居住地国ですべきものとする従来の一般的な考え方に親和的な判例と
解されてきたようである。もっとも、この事案は、債権執行の管轄が直接的に問題になったものではない。フランス
の会社が、共同海損の清算による金銭の支払を命じた米国の裁判所の裁判を債務名義として、フランスの銀行を債務
者、米国の銀行を第三債務者として、米国で債権執行をしたところ、債務者が、フランスの裁判所に対し、この債権
執行の無効・解除等を求める申立てをした事案である。1931年判決は、フランスの裁判所が、外国において、外国の
第三債務者に対し、その国の裁判所の裁判に基づいて行われた債権執行の無効や解除の申立てについて審理判断する
ことは、債権者・債務者双方がフランス人であろうと、国家の独立及び主権の原則に抵触する旨を判示する。また、
同判決は、執行方法について、各国の国内法の管轄に属し、債権者・債務者の国籍を考慮する必要はなく、執行方法
の適用は、これを命じた裁判所の国内に限定される旨も述べる。この部分は、執行手続の属地性原則を認めたものと
され、①事件の原判決でも踏襲されている（②事件の原判決も同様。後掲注23）参照）。
23）①②事件の原判決はパリ控訴院の同じ部の判決であり、②事件の原判決も、①事件の原判決と同様に、属地性原
則と債権の所在地に関する国際私法の原則を挙げ、差押債権の所在地を探求すべきであるという。
24）近時の有力説の立場は、①②事件判決の評釈であるd’Avout, op. cit., p. 217 ; Cuniberti, op. cit., p. 371（前掲注1）
参照）に基づいている。各論者の見解の詳細は、d’Avout, Sur les solutions du conflit de lois en droit des biens, 
Economica, 2006, n°168-171 ; Cuniberti, Le principe de territorialité des voies d’exécution, JDI 2008. 963. なお、執
行手続の属地性原則が関係するのは事実的強制に限られ、強制執行には事実的強制を伴わないものもあり、その典型
例が債権執行であることは、従来から指摘されていた。P. Mayer, Droit international privé et droit international 
public sous l'angle de la notion de compétence, Rev. crit. DIP 1979, p. 375, note (64).
25）後掲注27）参照。
26）①②事件の破毀申立理由は、同じ法律事務所の代理人によるもので、内容も酷似する。
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しては、属地性原則をあげる等十分ではないとす
る27）。一方、伝統的な立場からは、①事件判決は、
原判決を破毀した理由を明らかにしていないとし
て強く批判される。また、破毀院が、財産に対す
る執行である帰属差押えを、あたかも人的執行の
ように「第三債務者に対する強制の行使を前提と
する」ということも問題とされている28）。更に、①
②事件判決は、伝統的な原則を再確認するものと
いう評価もある29）。

各判決の評価をみると、次のようである。①事
件判決は、帰属差押えの国際的な問題に関する破
毀院判例で、賃料債権の差押えを扱う最初のもの
とされる30）。同判決については、伝統的な立場か
ら、上述のように理由不明との批判もあり、フラ
ンスにある不動産の賃料債権の所在地をフランス
とする考え方によるとの見方、あるいは、不当解
雇による賠償金の支払を命じる判決から10余年
にわたり履行されていない状況を考慮したものと
の見方もあり得ることが指摘されている31）。一方、
②事件判決には、伝統的な立場からも概ね異論は
ないようである32）。同判決の立場は、確定的なも
のとみられており、破毀院は、外国銀行がフラン
スで差押えを受けるのは、フランスの支店の口座

を理由とする場合に限られる旨の明快な政策的
メッセージを示したといわれる33）。ところで、銀
行の口座の帰属差押えに関しては、民事執行法典
に特則規定が設けられており（同L162-1条・
L162-2条・R211-18条以下等）、その判例も他の
帰属差押えとは別に形成されてきたようである。
②事件判決は、その国内事案の判例の立場を国際
的な事案に当てはめたものとされ、①事件判決も、
銀行に関する判例の立場を一般の帰属差押えに拡
大したものといわれる34）。

（4）①②事件判決と口座差押えに関する従来の
判例の関係

上述（3）のように、②事件判決ひいては①事
件判決も、銀行口座の差押えに関する従来の判例
を基礎としたものといわれる。そこで、この点を
確認するため、銀行口座の差押えに関する従来の
判例等を簡単にみておく35）。

銀行口座の差押えについては、銀行が多くの支
店を有することから、どこで差押えをすべきか（本
店所在地とすべきか支店でもよいか）が問題とさ
れ、具体的には、差押書の送達場所が問題とされ
てきたようである36）。執行法制に深く関与されて

27）d’Avout, op. cit., p. 217 et p. 219 ; Cuniberti, op. cit., p. 375 et s. 近時の有力説による①②事件判決の評価も、論
者により若干異なる。ダヴー教授は、執行手続の属地性原則について、外国における事実的強制を禁止するにとどま
り、債権執行とは無関係なものとみるようであり、①②事件判決が、属地性原則を理由として掲げることを批判する
が、執行手続の要となる人を基準とする「機能的な所在地決定」の方法を採用しているとして積極的に評価する。一
方、クニベルティ教授は、執行手続の属地性原則には、債権執行に関係する面もあるとする。すなわち、この原則は、
外国における、実力行使を伴うような事実的強制の禁止のみならず、実力行使を伴わなくとも、執行機関による外国
への事実的な介入の禁止も含んでおり、執行吏による送達の実施も、フランス国内に限定されるとする。また、同教
授は、①②事件判決について、執行手続の属地性原則の「再定義」をしたものとして積極的に評価する。同教授は、
破毀院が、帰属差押えは「第三債務者に対する強制の行使を前提とする」という点を重視し、属地性原則は、強制の
行使をフランスに所在する人に対するものに限定する原則として再定義されていると解するようである。
28）P. Théry, RTD civ. 2021, p. 195 et s.
29）S. Piédelièvre, RD bancaire et fin. 2021, comm. 15. 
30）R. Laher, Procédures n° 2, 2021, comm. 38.  
31）Théry, op. cit., p. 196 et p. 197.
32）Théry, op. cit., p. 195.
33）d’Avout, op. cit., p. 217 et p. 220.　なお、前掲注1）で述べたように、②事件判決は、破毀院のウェブサイトに
英訳がある（①事件判決の英訳はない）。
34）d’Avout, op. cit., p. 218.
35）銀行口座の保全に関しては、2014年5月15日のEU規則655/2014号がある。このEU規則については、野村秀敏「EU
口座保全差押制度の創設」『国際的民事紛争と仮の権利保護』（信山社、2017年）93頁以下、ジル・クニベルティ（的
場朝子訳）「口座保全命令に関するEU 規則（EAPO規則）について」京女法学19号（2021年）53頁以下等。
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きたペロ教授らは、本店所在地における差押えを
必要とすると、大都市特にパリに差押えが集中し、
妥当ではないことから、判例は柔軟な立場をとっ
ていると評し、この問題の扱いに関し、概ね次の
ように説明する37）。銀行口座の差押えは、本店所
在地及び（執行）債務者の口座を有する支店です
ることができる38）。本店所在地で差し押さえる場
合には、債務者の口座が複数の支店にあるときで
も、全ての口座が差押えの対象となる。破毀院は、
2008年の判決で、フランスの銀行の本店所在地
で差し押さえる場合には、その外国支店の口座も
差押えの対象となることを認めている39）。なお、
本店所在地で差し押さえる場合、銀行は、外国の
支店の口座も含めて、債務者の口座の残高を陳述
する義務がある40）。一方、支店で差し押さえる場
合には、二重の制限がある。第一に、その支店に
債務者の口座があることが必要である41）。第二に、
支店における差押えの範囲は、その支店の債務者
の口座に限定され、他の支店に債務者の口座が
あっても、その口座は差押えの対象とはならない。
同様に、本店所在地が外国にある銀行のフランス
の支店に債務者の口座があれば、そのフランスの
支店で差押えをすることができるが、外国で開設
されている債務者の口座は、差押えの対象とはな

らない。
ペロ教授らの上記説明は、基本的には破毀院の

判例の立場に沿った説明であるが、債務者の口座
がある支店における差押えは、他の支店の口座に
及ばないこと、外国銀行の内国支店に債務者の口
座があれば、その支店で差押えができること、そ
の場合も外国の口座に及ばないことについては、
破毀院の立場は明らかにはされていなかったよう
である42）。一方、債務者の口座がない支店におけ
る差押えが許されないことは、内国銀行に関する
破毀院の立場であり、②事件判決は、この扱いが
外国銀行にも当てはまることを明らかにした判例
といえる。また、同判決は、外国銀行の内国支店
に債務者の口座があれば、その支店で差押えがで
きること、その差押えは外国の口座には及ばない
ことについて、直接的に明らかにしたとはいえな
いまでも、こうした立場に立つものと考えられる。
前述のように、破毀院は、内国銀行の外国支店の
口座の差押えは許容しており、この点は、英国と
反対の立場をとるといわれる43）が、外国銀行の
外国の口座の差押えに関しては、近年別の判決で
も否定的な立場をとり44）、②事件判決も、否定す
る立場を堅持するものと考えられる。

ところで、①②事件判決の判旨（ⅰ）は、第三

36）口座差押えを銀行の本店所在地でするか支店でするかに関する問題につき、Perrot et Théry, op. cit., n°447は、
差押えの場所的範囲(portée territoriale)の問題とするが、たとえば、N. Cayrol, JurisClasseur Procédure civile, 
Fasc. 1600-35, 2021, n°45 et s. は（第三債務者の陳述義務に関連する）送達に関する問題として言及する。
37）Perrot et Théry, op. cit., n°447.
38）たとえば、Civ.Ⅱ 22 mars 2006, n°05-12. 569, Bull. civ. 2006 II n° 87. 「金融機関に対する差押えは、その本店
所在地でする場合又は差押債務者の口座を有する支店に対してする場合に限り、適法にすることができる」という（事
案は仮差押えに関するもの）。
39）Civ.Ⅱ14 févr. 2008, n°05-16. 167, Bull. civ. 2008 II n°36. フランスの銀行（BNP Paribas）に対し、モナコ公
国の支店の預金から支払を得るため、帰属差押えがされ、銀行が支払を拒んだ事案である。破毀院は「銀行のみが法
人格を有し、銀行が外国の支店が有する資金の受託者である。資金がこのような支店に預けられているという事情は、
1991年7月9日法律650号」（民事執行法典の前身）「の適用にあたり、金銭債権の差押債権者のための帰属効果に対し
て影響を及ぼすものではない。その金銭債権の払戻しは、第三債務者である銀行がその受託者としてすべきものであ
る」と判示する。
40）Com. 30 mai 1985, Rev. crit. DIP 1986, p. 329, note H. Batiffol ; Civ. Ⅱ 30 janv. 2002, n°99-21. 278, JCP E 
2003, 587, note G. Cuniberti.
41）前掲注38）参照。
42）この点に関し、ペロ教授らは、下級審判決を挙げるにとどまり、破毀院判決は挙げていない。Perrot et Théry, 
op. cit., n°447.
43） クニベルティ・前掲注19）76頁。ドイツでも、英国の立場と同様の裁判例があることにつき、ペーター・ゴット
ヴァルト（芳賀雅顯訳）「民事事件における国際強制執行に関する最近の諸問題」酒井編・前掲注19）20頁。
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債務者が法人の場合、本店所在地がフランスにあ
るときのほか、差押債権につき弁済権限を有する
ものをフランスに有するときも帰属差押えを認め
る。これは、銀行の本店所在地のほか、債務者の
口座のある支店でも口座の差押えができるとする
判例の立場とよく似ている。すなわち、①②事件
判決の源は、こうした口座差押えの判例にあるよ
うであり、これを基にして、外国銀行の内国支店
に債務者の口座があれば、その支店で差押えがで
きるとの考え方、ひいては、外国法人の内国事業
所に差押債権の弁済権限があれば、その事業所で
差押えができるとする考え方が生み出され、①②
事件判決に至ったとみることができよう。

（5）私見
前述（3）のように、①②事件判決のフランス

における評価は分かれている。いずれの評価が妥
当かを十分に明らかにすることはできないが、さ
しあたり、次のことを指摘しておきたい。①②事
件判決が、帰属差押えは、第三債務者が国内に所
在する場合に限り効力を生じるという原則を述べ
る部分については、伝統的な見解に由来する、第
三債務者の所在を基準とする考え方を採用するも
のという評価が、ひとまず穏当ではないかと思わ
れる。別言すれば、①②事件判決（の上記原則部
分）について、近時の有力説がいうように、財産
の所在地から人の所在地へと基準を変更して伝統
的な考え方からの転換を示すものと断言すること
には、いささか躊躇がある。その理由としては、
①②事件判決は、上記原則部分の根拠として属地
性原則を明示すること、債権執行は差押債権の所
在地国である第三債務者の居住地国ですべきもの
とする伝統的な見解（前述（2）参照）でも同じ
帰結となりうることから、伝統的な見解を否定す

る趣旨かどうかは必ずしも明らかとはいえないこ
とが挙げられる。なお、上記原則部分のみに着目
すれば、①②事件判決は、Ⅰで述べた日本の第三
債務者基準説と同様といえよう。帰属差押えは「第
三債務者に対する強制の行使を前提とする」とい
う破毀院の説示は、前述（3）のように伝統的な
見解から批判されている45）が、この説示も、日
本の第三債務者基準説に照らせば、帰属差押えの
本質的な内容は、第三債務者が、執行債務者に対
する弁済を禁止され、債権者に対して直接支払義
務 を 負 う こ と（ 民 事 執 行 法 典L211-2条1項・
R211-1条2項4号参照）にあるとする趣旨と理解
することもできよう。

翻って、①②事件判決の重要な点は、第三債務
者が国内に所在する場合として、ⓐ本店所在地が
フランスにある場合のほか、ⓑ差押えの対象とな
る債権について「弁済をする権限を有するもの」
をフランスに有する場合を加える点であり、これ
により、属地性原則の緩和を図ることにあると考
えられる。この点からすれば、近時の有力説のい
うように、①②事件判決は画期的な判例といえよ
う。ⓑにいう差押債権につき「弁済をする権限を
有するもの」がどのようなものかは、明らかでは
ない46）。もっとも、銀行口座の差押えに関する判
例が基礎にあるとすると、具体的には、銀行の支
店がその典型例と考えられる。ⓑの要件は、差押
債権についての弁済権限の有無を基準としてお
り、執行の実効性を考慮するものとも考えられ、
日本の訴求可能地基準説に通じるとみる余地もあ
るかもしれない。

前述Ⅰのように、日本の実務は、執行債務者基
準説を採用しているとみられ、第三債務者が日本
に営業所を有しない外国法人であっても、執行債
務者が日本に所在する限り差押命令を発してもよ

44）Civ.Ⅱ 21 janv. 2016, n°15-10. 193, Bull. civ. 2016 II n°20は、「各国の独立及び主権の原則に基づいて、フランス
の裁判官は、国際条約又は共同体法が認める場合を除き、外国で実施されるべき強制執行処分又は保全処分を命じ、
又は許可することができない」とし（①②事件の原判決もこの判示を踏襲する）、問題とされた規定は、公会計官が求
めたスペインの銀行の口座に対する仮差押えをフランスの裁判官が許可する権限を付与するものではないとしている。
45）この破毀院の説示について、近時の有力説は、積極的に評価するとみられる。前掲注27）のクニベルティ教授の
見解参照。
46）この点に関し、Cuniberti, op. cit., p. 379.
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いとする方向にあるようである。債権執行につい
て、日仏の制度はかなり異なり（前述Ⅰ）、単純
な比較は相当ではないにしても、第三債務者が国
内に所在すること、第三債務者が外国法人の場合
には国内に営業所のようなものを有する（ⓑの要
件を満たす）ことを要求するフランスと日本の運
用は、大きく異なるといえよう。フランスの立場
は、一見、旧弊なものにみえるかもしれないが、
執行の実効性や他国との関係等に鑑みて慎重な態
度をとるものとして参考になるように思われる。

また、破毀院は、フランスに本店所在地のある銀
行の外国支店の口座の差押えは、許容しており、
慎重な態度一辺倒ともいえない。なお、フランス
では、2021年4月から、銀行が第三債務者の場合、
帰属差押えの差押書の送達や銀行の陳述書の送付
は、オンラインによることが義務付けられた（民
事執行法典L211-1-1条）。オンラインによる送達
の場合、銀行は、外国の支店も含めて債務者の口
座の残高を陳述する義務があるといわれる47）。

47）Cayrol, op. cit., n°44. 銀行（第三債務者）の陳述義務（民事執行法典L162-1条1項・R211-20条）に関して若干
補足すると、本文前述（４）のように、銀行の本店所在地で差し押さえる場合、銀行は、外国の支店の口座も含め、
債務者の全ての口座の残高を陳述する義務があるとするのが、破毀院の立場である。一方、支店における差押えの場
合の銀行の陳述義務の範囲については、判例は当該支店の口座に限定するといわれるが、破毀院の立場は明らかにさ
れていないようであり、議論がある。オンラインによる送達の一般化は、この議論を実際上解消することになろうと
いわれる。Cayrol, op. cit., n°47.
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Ⅰ．はじめに

Virtual YouTuber（以下「VTuber」という）
が数多く登場し、現実社会における自らの存在を
秘したまま、キャラクター（以下「アバター」と
いう）を利用してインターネット上で活動を行う
者（このように、自らの実名や顔を公表しないま
ま活動を行う者は、VTuberとの関係では「中の人」
と呼ばれる1））の活躍は近年めざましいものがあ
る。本稿では、この「中の人」を中心として、そ
のような者らによる知的財産権の行使について、
訴訟実務の観点から検討する。

Ⅱ．�訴訟における知的財産権等の権利行
使と「中の人」の情報の秘匿

例えば、第三者によるアバターの無断使用の可
能性がある事案について、利用しているプラット
フォーム上の手続や当該第三者との交渉等によっ
て事態が解決しなかった場合、最終的にその紛争
を解決するためには、裁判所に対し訴えを提起す

るほかない。もっとも、例えばVTuberの場合には、
VTuberとしてアバターを利用して配信を行う配
信者（個人）は、自らの氏名や顔といった個人情
報を、意図的に公表しない（むしろ積極的に秘匿
する）場合が多く見られる。現行の民事訴訟制度
において、このような配信者の要請を満たしたま
ま、訴訟手続を利用して権利行使に及ぶことはで
きるであろうか。仮に後述するとおり配信者がア
バターに関する著作権を保有していた2）として
も、当該著作権を行使する局面において支障があ
れば、それは画餅に帰するため、まずはこの点に
ついて概観する。

まず、民事訴訟法（以下「民訴法」という）は、
訴えの提起に当たって当事者の「氏名」及び「住
所」の記載を必要的記載事項としており（民訴法
133条2項1号、民事訴訟規則2条1項1号参照）、氏
名を開示しない形での訴えの提起は認められてい
ない3）。他方で、住所については、法律上の根拠
はないものの、実務上、秘匿措置を申し出ること
によって、当事者本人の住所ではなく、これに代
えて代理人事務所の所在地などを記載することが

知的財産紛争実務の課題と展望（6）
自らの存在を秘したままキャラクターを使用してインターネット上の活動を行う者の知的財産権
等の権利保護に関する検討

東崎賢治 Kenji Tosaki 近藤正篤 Masahiro Kondo

長島・大野・常松法律事務所　弁護士 長島・大野・常松法律事務所　弁護士

1）なお、実際に「中の人」が存在する場合も、活動コンセプトとして、「中の人」の存在を明示的に承認しない（言
い換えれば、現実社会とは全く無関係に、独立した人格を有するキャラクターがインターネット空間等に実在するも
のとして活動する）ケースも多く、例えばVTuberのファンの中にも、「中の人」の存在の示唆に抵抗感を抱く方もい
るように思われる。本稿は、このような活動コンセプトそれ自体やファンの方の受け止め方の当否を論ずるものでは
ないが、法的観点からの分析・検討に当たっては、（上記活動コンセプトにかかわらず）実際に「中の人」が存在す
るか否かといった事実関係の把握及びこれに基づく検討は避けられないことを付言する。
2）配信者が、キャラクター表現物としてのアバターを創作した者から、当該アバターに関する著作権の譲渡を受け
るケースが典型例と考えられる。
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認められる場合がある4）。
次に、民訴法は、第三者による訴訟記録の閲覧

等を認めているが、閲覧等制限の決定を得ること
でこれを制限することができる（民訴法92条1
項）。しかしながら、訴訟当事者の氏名については、
たしかに第三者による閲覧等制限の対象とするこ
とを認めた事例は存在するものの5）、実務上、こ
れが認められる場合は相当限定的であるように思
われる6）7）。そのため、現行の民事訴訟制度を前
提としても、当事者となる自身の氏名及び住所を
第三者に知られないような形で訴えを提起するこ
とは、絶対にできないとはいえないものの、相当
ハードルが高いといわざるを得ない。

以上を踏まえてもなお、訴訟の相手方に対し自

身の氏名が開示されてしまうことに抵抗がある場
合には、例えば、キャラクター表現物であるアバ
ターの著作権に関しては、当該表現物の著作者8）

から関係者（配信者が代表者ではない法人など9））
に対し直接（配信者を介することなく）著作権を
譲渡してもらい、配信者自身は当該関係者から独
占的な利用許諾を受けて配信活動を行い、著作権
侵害行為が行われた場合には、著作権者である当
該関係者が原告として訴えを提起することが考え
られる。しかしながら、この場合には、当該関係
者が配信者の意に反して第三者に対して著作物の
利用を許諾してしまうと、配信者は、当該第三者
による著作物の利用の差止めを求めることができ
なくなるというリスクが残る（配信者は、当該関

3）そのため、VTuberとして配信を行うようになる前に実名で配信活動を行っていた場合や、実名のSNSアカウント
において本人の写真をアップロードしていた場合等には、これらの情報と氏名の情報とがあいまって、本人の特定に
繋がってしまう可能性がある。
4）このような運用が、「実際の居住地を知られることにより原告の生命又は身体に危害が加えられるおそれがあるな
ど、訴状に住所を記載しないことについてやむを得ない事情がある」場合で、かつ、「相当と認められる場所」が訴
状に記載されている場合に認められることにつき、近藤壽邦ほか「当事者の特定と表示について」判例タイムズ1248
号（2007年）54頁。また、佐藤裕義『訴訟類型別 訴状審査をめぐる実務』（2018年）42～44頁。もっとも、純粋な
知的財産権関係訴訟では、このような申出が行われることは稀のように思われる。近時は、執拗なストーカー被害を
受けて引退を余儀なくされたVTuberもおり、事案の性質上、このような秘匿措置を希望する場合には、知的財産権
侵害行為の周辺事情も含めて、秘匿の必要性を指摘することが考えられる。もっとも、原告が（その行使する）知的
財産権の権利者か否かは、知的財産関係訴訟における攻撃防御の対象であるため、（同姓同名の他者との識別が可能
かという当事者の特定の問題のみならず）原告が実在し生存する自然人であることを含めて、原告は、原告自らが権
利者であることを主張・立証しなければならないと考えられ、これらを原告本人の住所以外の方法で行わなければな
らないことに十分留意する必要がある。
5）原告の氏名と訴訟記録中の他の記載とあいまって、原告がわいせつ被害を受けたという事実が明らかになってし
まうことから、原告の氏名が民訴法92条1項1号の場合に該当すると判断したものとして、大阪地決平成11年8月30日
判例タイムズ1050号165頁。また、高松地決平成30年2月15日医療判例解説75号72頁は、民訴法92条1項1号に該当す
る場合とは「当事者の私生活についての重大な秘密であって、公開によってその人の社会生活が破壊され、立ち直れ
なくなるようなものをいうと解する」と述べている。
6）このことは、例えば、秋山幹男ほか『コンメンタール民事訴訟法Ⅱ〔第2版〕』（2006年）230頁においても「実体
法上、プライバシーの権利・利益として認められ、差止請求・損害賠償請求の根拠とされるものであっても、そのこ
とから直ちに、この手続において閲覧等が制限される秘密に当たるわけではない。」と述べられているとおりである。
7）知的財産権関連訴訟においては、実務上、民訴法92条1項1号ではなく、同項2号（営業秘密）を理由として閲覧等
制限の申立てが行われることが多いが、こちらについては、「営業秘密」該当性が認められる限り、比較的緩やかに
閲覧等の制限が認められているように思われる。
8）ここでは、VTuberとしてアバターを利用して配信を行う配信者ではなく、別の創作活動者が、キャラクター表現
物としてのアバターを創作し、その著作者となる場合を念頭に置いている。仮に、配信者自らキャラクター表現物と
してのアバターを創作し、その著作者となる場合には、著作権の譲渡の過程で配信者が必ず登場することになる（原
告となる当該関係者は、自らが著作権者であることを主張・立証しなければならないところ、そのためには、著作者

〔この場合は配信者〕から著作権を譲渡された事実を主張・立証しなければならないためである）ため、配信者の氏
名の開示を避けるという目的を達成することができない。
9）法人の場合、代表者の氏名及び住所は登記事項とされている上、登記情報は第三者によって自由に確認することが
できるため、配信者がそのまま代表者となった場合には、その氏名及び住所が特定されてしまうというリスクが残る。
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係者に対し、債務不履行責任を追及することがで
きるにとどまる）。

Ⅲ．�アバターの無断使用等に対する知的
財産権の行使（不正競争防止法によ
るアバターの経済的価値の保護）

アバターがキャタクター表現物として「著作物」
に該当し、その著作権を配信者が有している場合
には、著作権（複製権又は翻案権、公衆送信権10））
侵害を理由としてアバターの利用行為の差止請
求、損害賠償請求を行うことが最も直截な解決手
段である。しかしながら、配信者自身はアバター
の著作権を有さず、かつ、独占的な利用許諾も受
けていない場合、配信者には、損害賠償請求権・
差止請求権は認められず、著作権者の有する差止
請求権を代位行使することもできない11）。ほかに
も、特にアバターがプラットフォームの提供する
素材を利用して（例えば、素材を組み合わせるこ
とによって）作成される場合には、プラットフォー
ムの利用規約において定めがある場合はもちろ
ん、定めがない場合であっても、利用者には著作
権が帰属しないのが通常であろう12）。

このような場合であっても、アバターを自らの
（収益化事業である）配信事業などの営業活動に
使用している場合には、アバターが「商品等表示」
に該当し、不正競争防止法（以下「不競法」とい
う）2条1項1号（周知商品等表示）、同項2号（著

名商品等表示）の不正競争に該当するとして、不
競法3条1項に基づき、第三者によるアバターの
使用を禁止することができるであろうか13）。ここ
では、スペースの関係上、特に不競法2条1項1号
の観点から検討を行う。

不競法2条1項1号の不正競争に該当することを
理由とする請求（損害賠償請求及び使用の差止請
求）が認められるためには、当該アバターが①周
知の商品等表示に該当すること（①－１「商品等
表示」の要件、①－２：周知性の要件）②第三者
が当該商品等表示と同一又は類似の商品等表示を

「使用」していること、③第三者による使用によ
り出所の誤認混同のおそれがあること、が必要と
なる。

まず、「商品等表示」の要件（要件①－１）に
ついて、キャラクター表現物は「商品等表示」に
該当し得るものと考えられている14）15）。VTuber
を例にあげれば、キャラクター性及び姿態が確立
されており、配信において長時間表示されること
となる、立ち絵（アバターの標準的な姿を描いた
イラスト）をもって「商品等表示」該当性を主張
することになると考えられる16）。

次に、周知性の要件（要件①－２）については、
特定人の営業であることを示す表示であることが
相当範囲の需要者の間に広く知られている必要が
あるが、その特定人が具体的にどの個人であるか
まで知られている必要はないと考えられている17）。
そのため、VTuberを例に挙げれば、配信者が具

10）著作権者に無断で公衆送信されているものがキャラクター表現物の翻案物ないし二次的著作物の場合には、キャ
ラクター表現物（原著作物）の著作者が著作権法28条を介して有する公衆送信権。なお、配信者がキャラクター表現
物の著作者でない場合は、著作権の譲渡を受けるに当たって、当該権利も譲り受けておく必要がある（この場合には

「特掲」が必要となることにつき、著作権法61条2項）。
11）これに対し、配信者がアバターの著作権者から独占的な利用許諾を受けている場合には、アバターの無断使用者
に対する損害賠償請求権が認められ、また、少なくとも著作権者が配信者に対し侵害排除義務を負っていると認めら
れる場合には、著作権者の有する著作権侵害行為の差止請求権を代位行使することができる。
12）なお、提供された素材の組合せ自体に創作性がないとして、編集著作物や二次的著作物としての保護を受けられ
ないことが通常であろうが（組合せの数や種類次第では、デッドコピーを禁ずる程度の創作性が認められる余地があ
るかもしれない）、そのような場合には、同時に、周知の「商品等表示」に該当するという主張・立証が認められる
ためのハードルも高いと思われる。
13）不競法2条1項1号、同項2号によるキャラクターの保護について論じたものとして、例えば、金子敏哉「キャラク
ターの保護－商標法・不正競争防止法・著作権法を巡る諸論点－」別冊パテント11号（2014年）60～62頁、愛知靖
之「漫画・アニメ・ゲームの『キャラクター』をめぐる法律問題－『マリカー事件』を素材として」法学教室479号（2020
年）45～46頁など。
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体的にどの個人であるかが需要者において認識さ
れている必要はない18）。また、第三者による商品
等表示の使用が（特に現実世界における）日本国
内で行われている場合（言い換えれば、相手方の
営業地域が日本国内である場合）は、その地理的
範囲内で周知性が認められなければならない19）。

この点につき、例えば、「企業勢」と呼ばれる
事務所（企業）のサポートを受けるVTuberの場合、
その「商品等表示」が誰の営業に用いられている
のか、その営業の出所は誰であると認識されるの

かが問題となり得る20）。需要者が認識できるのは
対外的な事情のみであるから、収益の帰属主体に
関するプラットフォーム上での取決めなどが重要
な要素となり得る。また、周知性の要件との関係
では、訴訟における原告の立証活動が重要になる
ところ、その証拠の検討に当たっては、誰の営業
であることを示唆する資料なのかを吟味する必要
がある21）。

また、使用の要件（要件②）については、不競
法にはその定義が設けられていないが、それが商

14）東京地判平成2年2月19日無体裁集22巻1号34頁及び同判決の控訴審である東京高判平成4年5月14日知的裁集24巻
2号385頁〔ポパイ事件〕。また、東京地判平成2年2月28日判例タイムズ724号252頁〔ディズニーキャラクター事件〕
参照。商品の形態のように本来的には商品の出所を表示する目的を有さない場合には、「商品等表示」該当性が認め
られるための要件が加重され、①特別顕著性（商品の形態が客観的に他の同種商品とは異なる顕著な特徴を有してい
ること）、②周知性が必要となると考えられているが（知財高判平成24年12月26日判例タイムズ1408号235頁ほか多
数）、キャラクター表現物の場合には、本来的に商品等表示に該当しない（言い換えれば、本来的に出所識別機能を
有さない）場合には当たらず、上記加重要件を満たす必要はないと考えられている（知財高中間判令和元年5月30日（平
成30年（ネ）第10081号、同年（ネ）第10091号）裁判所ウェブサイト〔マリカー事件〕）。
15）中山信弘『著作権法〔第3版〕』（2020年）220頁では「キャラクター自体が商品等表示となることもあり得るが、
多くの場合はキャラクター自体に営業上の信用が化体して出所識別機能を有しているわけではなく、キャラクターが
付されている商品が可愛いから、あるいは面白いから顧客吸引力を持つものである。」と指摘されているとおり、需
要者においてキャラクター表現物から何らかの抽象的な印象を抱く段階を超えて、需要者において改めてそのキャラ
クター表現物自体を具体的に捕捉する段階に至って、初めて「商品等表示」該当性が肯定され得る。
16）これとは別にアバターの動きという観点に着目する場合、例えば、長時間にわたってアバターが特徴的な動作を
繰り返す等といった場合には、その動作（影像の変化）を含めて「商品等表示」に該当するとみる余地もあるが（東
京地判平成14年11月14日（平成13年（ワ）第15594号）裁判所ウェブサイト〔ファイアーエムブレム事件〕参照）、
あくまで極めて例外的なケースに限られるものと思われる。
17）小野昌延編『新・注解　不正競争防止法〔第3版〕（上巻）』（2012年）269頁（芹田幸子＝三山峻司）、田村善之『不
正競争防止法概説〔第2版〕』（2004年）70頁参照。
18）この点については、例えば、小野昌延＝松村信夫『新・不正競争防止法概説〔第3版〕【上巻】』（2020年）97頁
において、「日本酒で『大関』といえば、あああの酒、『松竹梅』といえば、あああの酒という程度の想起作用をもつ
ことをもって足り、その出所が何々酒造株式会社であるとまで知られている必要はまったくない。」と説明されてい
るとおりである。
19）小野編・前掲注17）275頁（芹田＝三山）参照。そのため、例えば、需要者に含まれると考えられる（特に
VTuberに興味・関心のある、投銭機能の実装された配信プラットフォームを利用する）動画視聴者についてみると、
発信活動を行うプラットフォームの利用者（配信者及び視聴者）が日本国内に限られない場合には、視聴者（少なく
とも、自らの配信の視聴者）の居住国を立証しなければならない場合もあり得る。もっとも、配信で使用されている
言語が日本語のみである場合には、その視聴者のほとんどは日本人であり、周知性の認められる範囲も日本国内であ
ると推認される可能性は高いと考えられる。
20）紛争が配信者個人と企業との間で生じてしまった場合に、アバターの著作権を有する企業が配信者個人の意に反
する形でアバターを使用したとき等には、特に問題となり得る。
21）企業アカウントとは別の配信用の個人アカウントでの配信であって、その収益がアカウント単位で分配されるプ
ラットフォームを利用している場合には、その配信活動の実績は、アバターを利用した配信事業の出所が配信者個人
であることと結びつきやすいと考えられる。これに対し、例えば、企業の認知度向上のための宣伝広告資料において、
当該企業に所属するVTuberが紹介されている場合には、その資料はアバターを利用した配信事業の出所が企業であ
ることと結びつきやすいと考えられる。この点、原告にとって不利に働き得る資料については、被告側において収集
可能な限り、被告側から証拠提出される可能性があることも念頭に置く必要がある。
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品又は営業の出所を表示し、自他識別機能を果た
す態様で用いられない限り、「使用」に該当しな
いと考えられている。第三者によって、（アップ
ロードされた）動画のサムネイルや動画内におい
てVTuberのアバターを無断使用された場合を考
えてみると、サムネイルに表示されるアバターは、
動画の内容（言い換えれば、動画内における登場
人物）を説明しているだけであり、また、動画内
で表示されるアバターは動画の内容そのものであ
るため、第三者によってアップロードされた動画
及びそのサムネイルの投稿者がVTuber本人であ
ることを示しているとはいえないことが多いと考
えられる。例えば、YouTube上には、ファンが本
配信（配信者本人によって配信・投稿された動画）
の見所を短く切り抜いた動画が数多く存在すると
ころ、そのサムネイルにアバターが表示されてい
たとしても、これを見た視聴者は、「このアバター
のVTuberが登場する動画なのだろう」と考える
にとどまり22）、そのサムネイル（及び当該サムネイ
ルの付された動画）が当該アバターを用いる配信者
自らによって投稿されたものとまでは考えない可能
性が十分に認められる。この意味において、周知
商品等表示に基づく請求は、第三者（相手方）の
行為態様次第ではあるが、認められる可能性のあ
る場面が限定的であることに留意する必要がある。

Ⅳ．�アバターを利用した活動成果物の無
断使用等に対する知的財産権の行使

上記Ⅲにおいては、第三者によるアバターの無
断使用について、配信者によって行使可能なアバ
ターに関する知的財産権（特に不競法の観点）に
よる方策について検討した。本章では、アバター
より少し広く、アバターを含む活動成果物の製作
者としての配信者という観点から、第三者による
成果物の無断使用等への知的財産権による対抗措
置を検討する23）。

例えば、VTuberとして配信活動を行う場合、
動画プラットフォーム上で公開される動画（生放
送のものもあれば、事前収録されたものもある）
が成果物の典型例である。配信内容については、
雑談配信、ゲーム実況配信、歌ってみた配信、
ASMR配信24）などその種類は多岐にわたるが、
その種類にかかわらず、①動画それ自体は「映画
の著作物」としての保護を受け得る25）（もっとも、
背景の表示、視聴者のコメントの表示方法、アバ
ターの表示方法、配信タイトルや配信上の注意の
表示方法などには、そこまで選択の幅があるもの
ではないように思われるため、その本質的特徴を
直接感得できる場合は、事実上、デッドコピー又
はこれに極めて近い場合に限られるものと思われ
る）、②配信中の発言は「言語の著作物」として
の保護を受け得る（そのため、配信中の発言を本
人の意に反するような趣旨で意図的に抽出・改変

22）他にも「当該VTuberについてコメント・論評する動画なのだろう」と考える者も一定数いるものと思われる。
23）このような観点からの分析は、アバターを利用せずに配信活動を行う配信者の有する知的財産権の分析と基本的に
は軌を一にする（ただし、アバターを利用し、配信者の肖像を配信画面上に映さない以上、肖像権に基づく権利行使は
認められない。この点に関し、アバターを自己の肖像と同視する方向性での保護を検討するものとして、原田伸一朗「バ
ーチャルYouTuber の肖像権－CG アバターの『肖像』に対する権利－」情報通信学会誌39巻1号（2021年）1頁）。
24）ASMRとはAutonomous Sensory Meridian Responseの頭文字をとった略称であり、VTuberによる配信の場合には、
例えば、バイノーラルマイク（立体音響用マイク）等を使用し、耳元で囁かれているような疑似体験をもたらす配信
などが、ASMR配信として分類されているようである。
25）著作権法は、「映画の著作物」の定義について、その2条3項において「映画の著作物」には「映画の効果に類似
する視覚的又は視聴覚的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むものとする」と
規定するが、「映画の著作物」に該当するためには物への固定が必要と考えられている（中山・前掲注15）117～118頁）。
もっとも、生放送であっても影像の送信と同時に録画がされていれば固定要件を満たすと考えられている（東京地判
平成6年3月30日行集45巻3号931頁〔スポーツイベント放送源泉徴収事件〕参照）。そのため、インターネットにおけ
る生配信についても、配信と同時に録画がされ、配信終了後に（録画された）配信内容をプラットフォーム上にアッ
プロードできるような場合には、固定の要件を満たすと考えられる。
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するような場合は、複製権ないし翻案権、同一性
保持権の侵害を主張し得る）。また、③歌ってみた・
踊ってみた26）といった（現実社会での）「実演」
の要素を含むものについては、アバターに関する
知的財産権を有しない場合であっても、実演家と
して、著作隣接権（インターネット上の活動との
関係で特に重要となるのは、送信可能化権）によっ
て成果物27）の無断アップロードを、実演家人格
権（特に同一性保持権）によって名誉声望を害す
る改変を禁止し得ると考える余地がある、④あら
かじめ配信の脚本や演出を自ら決めた上で配信を
行う場合には、実演家に含まれる演出家として、
成果物に対する著作隣接権、実演家人格権が認め
られる余地がある28）。

上記③と重複する部分もあるが、特にVTuberの
ようにアバター（特にキャラクター）を利用した
配信活動では、アバターのもつ世界観や設定を踏
まえた活動がされることもあり、この点をもって、

配信全体を通して、いわば声優類似の「実演」（何
らかの意味で動きに特徴がある場合には、芸術家
類似の「実演」）を行っているとみる余地や、著作
物を演じないが芸能的な性質を有するものとして
の「実演」を行っているとみる余地もあるかもし
れない。この点、準創作的行為として保護される
範囲をその外延が不明確なまま拡充することは、
一般に容易とは言い難い創作的行為（著作物性）
の成否の判断よりも更に難しい判断をその利用者
に強いることとなるため、著作権法による保護の
境界をより一層曖昧にする（場合によっては、著
作権法では著作物として保護されない一般的な動
作や声そのものに事実上の独占を認める結果とな
り、その意味でも著作権法の意図する範囲を超え
ているように思われる29））。そのため、このよう
な観点から成果物が「実演」として認められるの
は、配信者自身の人格と完全に切り離されたキャ
ラクターに、その確立された世界観の中で完全に

26）モーションキャプチャー技術等によりVTuberの「中の人」の現実世界における動きをトラッキングし、アバタ
ーの動きに反映している場合を念頭に置いている（この場合に関する検討は、後掲注27）参照。）。これに対し、コン
ピュータプログラムによってアバターを動かし、踊ったり歌ったりしているように見せている場合には、「実演」に
該当しないと考えられる（小倉秀夫＝金井重彦編『著作権法コンメンタール〈改訂版〉I』（2020年）68～69頁〔桑野
雄一郎〕は、「実演」を定義する「文言は沿革的にも人間が肉体を駆使して著作物を表現する行為が想定されている
もの」であることを理由として、「バーチャル実演はこれには該当しない」と述べる）。
27）ここでの問題は、①バーチャルな表現行為自体が「その他の方法による演ずる」（著作権法2条1項3号）に当たる
ことを理由に「実演」に含まれると考えることができるか（このように考える場合は、「実演」に該当する行為とそ
の成果物たる「実演」が一致することになる）、②現実社会における表現行為が「実演」に当たると考えた上で、「実
演」に該当する現実社会の行為と「実演」の成果物の不一致をどのように考えるか（「実演」そのもの〔現実社会に
おける人間の表現行為そのもの〕を録音・録画したものではなく、これをバーチャルな表現に還元したものも「実演」
に含まれると考えるか）という問題として整理することができる。前掲注26）で述べたモーションキャプチャー技術
等による動作再現に当たって、現実社会における実演相当行為自体に対し、何らかの準創作的要素が付加されるわけ
ではないこと、前掲注26）で参照したとおり、「実演」としては人間の肉体を駆使した表現行為が想定されているこ
とを踏まえると、上記②の方向性で、まず現実社会における表現行為の「実演」該当性を検討した上で、あくまで、
その成果物が「実演」（現実社会における準創作的行為）及びその録音・録画物と同視できるかという観点から検討
することになろう（VTuberの「踊り手」による踊りについて「裏側では実際の人間が踊り、その踊りが視聴者に伝
達されている」という状況を踏まえて「デジタル処理の程度によっては」実演に該当すると述べるものとして、骨董
通り法律事務所編『エンタテインメント法実務』（2021年）290頁。また、モーションキャプチャー技術により身体
の動きや表情が取り込んだ映像について「著作権法が予定している『実演』とは質的に大きく異な」ることを理由に

「実演」該当性の肯定は困難であるとし、「立法により解決されるべき問題」と説くものとして、小倉＝金井編・前掲
注26）69頁〔桑野〕）。本文で後述する、著作権法による保護の境界の曖昧さの回避を重視すれば、例えば、著作物の
類似性判断とパラレルに、その表現上の本質的特徴を直接感得できるものは成果物としての「実演」に含めてよいと
解することは、文言解釈として許される範囲を超えていると思われる。
28）ここでも、前掲注27）で述べた、「実演」に該当する現実社会の行為と「実演」の成果物の不一致の問題は同様
に妥当する。
29）声に関していえば、現在の法制度においては、声紋（音声を周波数分析した結果をソナグラムで表したもの）は、
個人情報保護法の対象となっている（個人情報保護法2条2項の定める「個人識別符号」のうち、同項1号に該当する）。
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なりきっているといった例外的な場合30）におけ
る声31）を通じた演技（事実上「声優」と同視でき
る場合32））に限られるように思われる。

Ⅴ．�アバター及び配信者名（仮名）に対す
る嫌がらせ・誹謗中傷への対抗措置

上記Ⅲ及びⅣにおいては、アバター及びこれを
含む活動成果物の無断使用等について、知的財産
権の行使という観点から検討を行ったが、その実
態は、アバターの背後にいる匿名配信者（「中の
人」）に対する嫌がらせ・誹謗中傷の要素を包含
する場合も多い。そこで、最後に、インターネッ
ト上での配信者名（仮名）及び／又はアバター（仮

の容姿）に対する名誉毀損的表現への対抗措置に
ついて検討する33）。ここでは、①現実社会を生き
る個人の人格と、アバターを利用した配信者のイ
ンターネット上の人格の関係性をどのように理解
するか、②問題行為を何らかの人格権侵害と構成
しなければ34）当該行為の差止めを求めることが
できない点が特に問題となる35）。

この点に関し、インターネット上の人格に対す
る法的保護を肯定する意欲的な議論が数多く見ら
れるが36）、近時の裁判例の判断傾向としては37）、
インターネット上での配信者名（仮名）及び／又
はアバター（仮の容姿）に対する名誉毀損的表現38）

について、①仮名及び／又は仮の容姿が現実社会
の個人と全く関わりを持たない場合には、現実社

30）そのため、配信者自身の人格をキャラクターに投影しながら活動している場合には、自分以外の第三者を演じて
いる等何らかの意味で「実演」と評価することは難しいように思われる。例えば、二次元ないし三次元のキャラクタ
ーの登場する世界観と合致しない、配信者の身の回りの出来事を、キャラクターの特徴的話法などによらず話すよう
な場合には、そもそも演ずるという要素は乏しいように思われる。
31）ここでは、配信者が自らの地声を利用している場合を念頭に置いており、ボイスチェンジャー等を通じて自らの
声を改変した上で発している場合には、前掲注26）27）で述べたところと同様、肉体等を駆使した表現行為そのもの
ではないから、「実演」には該当しないと考えられる。
32）「VTuberのキャラクターとして会話・・・をおこなう生身の声優も、実演家として著作隣接権（実演家の権利）
を有するだろう。この点は、アニメなどの声優と同様である。」と述べるものとして、骨董通り法律事務所編・前掲
注27）289頁。また、アバターを利用した遠隔地の販売員による接客について、遠隔地の販売員による（アバターを
利用した）演出的なキャラクター設定に基づく動作、発声等は「実演」に当たる可能性があると述べるものとして、
関真也「バーチャルファッションと法－バーチャル試着とアバター接客に関わる知的財産権・肖像権・広告規制－」
発明118巻10号（2021年）49頁。
33）配信者がアバターの著作者（アバターの立ち絵の創作者）である場合や、上記Ⅳで述べたように配信者が実演家
に該当する場合、アバターやアバターを含む成果物に無断で改変を加えられたときには、名誉声望の回復措置を求め
ることができるが（著作権法115条）、上述した検討によれば、配信者自らこのような措置を講ずることができる場合
は稀といわざるを得ない。なお、実演家人格権としての同一性保持権（著作権法90条の3）の場合には、禁止を求め
ることのできる改変は「自己の名誉又は声望を害する」ものに限定されている。
34）不競法2条1項21号の定める信用毀損行為に該当する場合には、不競法3条1項に基づき、当該行為の差止めを求
めることができるが、相手方が配信者本人と「競争関係」になく、または、相手方の行為が「虚偽の事実」の告知で
ない場合には、不競法の定める信用毀損行為には当たらないことに留意する必要がある。
35）配信者がアバターを自らの（収益化事業となった）配信事業などの営業活動に使用している場合に、アバターに
対する嫌がらせ・誹謗中傷がその営業の妨害・干渉に当たるような場合には、より直截に、配信者個人によるアバタ
ーを利用した営業上の信用を毀損する行為と捉えて、民法709条に基づく損害賠償請求（及び当該行為の差止請求）
を行う余地がある。不競法上の信用毀損行為としてではなく、原告の商人としての信用、名誉を毀損する行為につい
て、営業的、人格的利益の侵害行為の排除請求権（当該行為の差止め）を肯定した裁判例として、大阪地判昭和55年
3月28日判例タイムズ415号147頁。昭和50年代の下級審裁判例であるため、裁判例の評価は慎重に行うべきであるが、
現不競法2条1項21号に基づかず差止めを認めた事例（営業上の信用に係る営業的利益の侵害を理由に差止めを認めた
事例）として参考にし得る。
36）高橋和之「パソコン通信と名誉毀損」ジュリスト1120号（1997年）90頁（脚注9）、和田真一「インターネット
上の名誉毀損における当事者の匿名性をめぐる問題」立命館法学292号（2003年）490頁、町村泰貴「サイバースペ
ースにおける匿名性とプライバシー（一）」亜細亜法学34巻2号（1999年）77～81頁など。
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会の個人の社会的評価を低下させないため、名誉
毀損に該当しないが39）、②現実社会の個人と仮名
及び／又は仮の容姿との間の関係性が現実社会に
おいても一定の範囲内において認識されている場
合には40）、現実社会の個人の社会的評価を低下さ
せ得るものとして、名誉毀損に該当し得ると考え
られている41）（名誉毀損が成立する場合には、名
誉権及び民法709条に基づき、当該行為の差止め
及び損害賠償を請求することができる）。そのた
め、例えばVTuberとして活動する配信者の場合

であっても、VTuber仲間、企業に所属する場合
にはその従業員、マネージャー、外部スタジオに
て収録等を行う場合のスタッフ、協賛企業との打
ち合わせ参加者等と実際に又はオンラインで顔を
合わせる機会を持つ場合（その上で、これら関係
者の協力又は関係者との間の合意によって、その
VTuberの「中の人」が誰かという情報の秘匿性
が維持されている場合）であって、これらの事情
を視聴者も認識している場合には、VTuberに対
する名誉毀損的表現がなされれば、仮に関係者が

37）松尾剛行＝山田悠一郎『最新判例にみるインターネット上の名誉毀損の理論と実務 第2版』（2019年）178頁は、「最
近の裁判例は、ハンドルネームであっても、インターネット上でブログを連載する等、広義の社会活動といい得る活
動を一定期間継続していれば、インターネット外での社会活動にそのハンドルネームを用いていなくても、同定を認
める方向に舵を切り始めているように読める。」と述べている。もっとも、その主な論拠となる東京地判平成28年10
月18日（Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA10188020）（後掲注42）参照）は、「戸籍上の氏名が一般には公開さ
れていないこともある作家や芸能人等についても、その筆名や芸名をもって同定可能性を認めることができる」と述
べているところ、作家や芸能人は、筆名や芸名と氏名の結びつきがなくとも、現実社会の個人の存在（顔など）との
結びつきが認められることが大半である。そのため、この事案についても、原告が「本件ウェブサイト以外の媒体に
記事を書く際に・・・管理人である『乙川』と名乗」るに至るまでに、別の媒体の担当者との連絡等を通じて、何ら
かの形で現実社会の個人としての原告との結びつきが肯定された事案として整理することも可能と思われる。
38）例えば、ミッキーマウスに対する名誉毀損的表現が問題となる場合、本来、特定の「中の人」を前提としないキ
ャラクターとしてのミッキーマウスに対する表現と、現実社会において活躍する東京ディズニーランドで出会えるミ
ッキーマウスに対する表現は、おのずと異なるものとなる可能性が高い。これに対し、特定の「中の人」の存在を前
提とするVTuberのアバターの名称・容姿に対する名誉毀損的表現は、同時に、「中の人」に対する表現と捉えられる
場合も十分考えられる（なお、この場合に、「中の人」を直接の対象とする名誉毀損的表現がなされることもあるが、
これもまた問題となることは当然である）。現実社会の例を挙げれば、特定の「中の人」が誰であるかを明かさず、
着ぐるみで活動するケース（性質上、例を挙げることは難しいが、例えば、陽気な梨の妖精など）も同様の議論が妥
当する。ここでは、このような現実社会における存在と仮想としての存在の1対1関係を前提として、議論を進める。
39）ペンネームで二次創作小説を発表していた原告につき、そのペンネームに対する批判的ないし侮蔑的言辞を内容
とする投稿による名誉毀損が問題となった損害賠償請求事件において、「インターネット上、『Ａ』に対する批判的な
いし侮蔑的言辞が述べられても、一般の閲覧者は、原告を想起することはなく、原告の現実社会における社会的評価
の低下にはつながらず、『Ａ』としてインターネット空間で活動する原告の名誉感情が侵害されたにすぎない」と判
示した東京地判平成28年4月26日（Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA04268006）参照。佃克彦『名誉毀損の法律
実務〔第3版〕』（2017年）199頁も同旨。
40）発信者情報開示請求事件において、原告が「仮名B」を使用して釣り大会に参加していたこと、ホームページ上
に「仮名B」の写真として原告の顔写真が掲載されていたことをもって、Bに向けられた投稿が原告の社会的評価を
低下させると判断した東京地判平成29年9月26日（Westlaw Japan文献番号2017WLJPCA09268017）参照。
41）なお、このような嫌がらせ・誹謗中傷がなされた場合、これを受けたVTuberの「中の人」の素直な心情としては、
まさに自分に対する攻撃があったと感じ、自らの自尊心を損なう事例が多いのではないかと思われる。そのため、こ
のような事態には、名誉感情の侵害行為の差止め及び損害賠償請求によって対処していくことが現実的な方策のよう
に思われる。なお、名誉感情の侵害が社会通念上許される限度を超える侮辱行為であると認められる場合に人格的利
益の侵害が認められ得ると解されているところ（最判平成22年4月13日民集64巻3号758頁参照）、佃克彦・前掲注39）
200頁では、「仮名から自分が特定されない場合、侮辱を受けたとしても、現実世界で自分を自分と特定されながら侮
辱される場合とはやはりその衝撃の度合いが異なるであろう。そうすると、仮名から自分が特定されない状態での名
誉感情侵害行為によって現実に権利侵害ありと認められるケースは、かなり限定されるのではないかと思う。」と指
摘されている。そのため、VTuberとして活動する配信者の場合には、一定の活動期間・活動実績が必要とされる可
能性があるが、少なくとも、単に仮名（ハンドルネーム）のみを用いて活動している場合よりも、自分の人格の投影
度合いが大きく、その結果、自らの自尊心への影響度合いも大きいように思われる。
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配信者個人の氏名を具体的に認識していなくとも42）、
その関係者の間で、面識のある「あの人」（当該
VTuberの「中の人」）の社会的評価が低下したと

して、名誉毀損を構成する可能性は十分に認めら
れる。

42）発信者情報開示請求事件において、一般閲覧者の普通の注意と読み方を基準として、ウェブサイト管理人である
原告に対する名誉毀損を認めた上で、「一般閲覧者にとって、本件投稿に記載された『管理人』との記載から原告の
戸籍上の氏名が判明しないとしても、前記認定は左右されないというべきである」と判示した東京地判平成28年10月
18日（Westlaw Japan文献番号2016WLJPCA10188020）参照。
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Ⅰ．はじめに

2021年1月の米国バイデン新政権の発足から約
9カ月が経過した。税制改革、規制緩和等を通じ
て大企業優遇策を進めた共和党のトランプ前政権
から、環境・社会問題に積極的に取り組む姿勢を
見せる民主党のバイデン新政権に移行し、大きな
流れとしては、米国海外腐敗行為防止法（US 
Foreign Corrupt Practices Act）（以下「米国
FCPA」という）の活発な執行が予想されていた
ところではあるが、2021年上半期の米国FCPAの
実際の執行状況を見ると、そのような傾向は認め
られず、逆に米国FCPA違反企業に対して制裁金
が課せられた事案は大幅に減少している。そのた
め、米国当局の今後の米国FCPAの執行方針に注
目が集まっている。本稿においては、近年の米国
FCPAの執行傾向や新政権における新たな動き等
を概観した上で、今後のバイデン新政権における
米国FCPAの執行の見通しについて検討したい。

Ⅱ．米国FCPAの執行の概要

米国FCPAは、1977年に制定された外国公務員
等に対する贈賄行為を禁止する米国の法律である

（本稿では、特段の記載がない限り、「米国外」の

意味で「外国」の語を用いる）。米国FCPAは、
米国企業のみを適用対象とする法律ではなく、外
国の企業にも適用される可能性がある法律であ
り、現に、日本企業を含む外国企業も数多く同法
による摘発を受け、多額の制裁金を米国に支払っ
ている。米国FCPAに関して顕著なのは、摘発を
受けた企業に課せられる制裁金の額が極めて高額
に上り、100億円を超える制裁金が違反企業に課
せられるケースも珍しくないという点である。

米国FCPAの執行を担当しているのは米国司法
省（以下「DOJ」という）と米国証券取引委員会

（以下「SEC」という）である。いずれも司法取
引を利用して積極的に米国FCPAを執行してい
る。DOJは、米国FCPA事案の刑事責任を追及す
る権限を有し、SECは、特に上場企業の会計内
部統制条項違反事件の民事又は行政制裁手続の執
行 を 担 っ て い る。DOJとSECは、1つ の 米 国
FCPA違反事件について共同して調査を実施して
訴追等することもあれば、各々が単独で執行する
こともある。概して言えば、DOJが大型の事案を、
SECが中小規模の事案を担当するケースが多い。
2000年代において、米国FCPAの執行は、DOJと
SECの最優先課題のひとつであり続けた。1977
年のFCPAの施行以来、DOJは延べ約400件（SEC
による執行も合わせると約650件）の米国FCPA

新時代における商事紛争解決の国際的潮流（6）
米国FCPAの最近の執行傾向とバイデン新政権における見通し1）

茨城敏夫 Toshio Ibaraki

ベーカー&マッケンジー法律事務所（外国法共同事業）2）　弁護士／公認会計士

1）本稿は、2021年10月18日時点の情報に基づき執筆したものである。
2）本稿の内容は筆者個人の見解であり、 筆者が所属する組織とは一切の関係がない。
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違反事件を執行し何らかの制裁を企業に対して課
してきた。そのうち3分の1程度は外国企業を対
象とし、中には米国との関連性が希薄と言わざる
を得ない事案において外国企業が多額の制裁金を
課せられたケースも含まれる。そのため、海外ビ
ジネスを展開する多くの日本企業にとって、米国
FCPAの適用リスクはコンプライアンス上の重要
課題として認識されている。

Ⅲ．最近の米国FCPAの執行傾向

1. 2020年の執行状況
トランプ政権の最終年となった2020年は米国

FCPAの執行にとって記録的な1年であった。
2020年にDOJとSECが違反企業に課した制裁金
は総額で約28億ドルに上り、2019年の約26億ド
ルを超え過去最高額となった。特に、2020年10
月の米国の投資銀行ゴールドマンサックスのマ
レーシアの政府系ファンド1MDBに関連した贈賄
事案における、DOJとSECが課した総額17億ド
ルの制裁金は1案件あたりの最高額を更新した。
コロナ禍の影響で米国当局による捜査及び訴追手
続が滞り、執行件数の減少の可能性も指摘されて
いたところであったが、違反企業に対する執行件
数を見ても、2020年にDOJは21件、SECは11件
執行しており、過去3年間の執行件数とそん色の
ないレベルとなった。米国当局による米国FCPA
違反企業に対する執行は、捜査の開始から有罪答
弁 合 意（Plea Agreement） や 訴 追 延 期 合 意

（Deferred Prosecution Agreement）等の司法取
引による決着まで平均で4年間程度を要してお
り、新型コロナウイルス感染症の世界的な流行の
前に捜査が終了していた案件の司法取引による決
着が2020年に集中したことがその要因の1つと考
えられている。

トランプ前大統領がその就任前に米国FCPAに
ついて「米国（企業）を米国外のビジネスにおい
て不利な立場に追いやる、ひどい法律だ。」といっ
た趣旨の否定的な発言をしていたこともあり、ト
ランプ政権発足当初は、米国FCPAの執行が下火
になることを心配する声もあったが、結果的には、

2017年～2020年までの4年間のトランプ政権下の
米国FCPAの執行は、米国FCPAの誕生以来最も
活発なものとなった。

2. 2021年上半期の執行状況
これに対して、2021年に入ってからの米国

FCPAの違反企業に対する執行は低調なものと
なっている。2021年上半期にDOJ及びSECが、
米国FCPA違反企業に対して制裁金を課した事案
は2件に留まる。バイデン政権が発足した2021年
1月20日以降に限ると、その執行はAmec Foster 
Wheeler Energy Limitedに対する1件のみである。
その一番の要因として、2020年以降の新型コロ
ナウイルス感染症の世界的な流行の影響が考えら
れる。特に、米国FCPA違反事件に関しては、外
国公務員等への贈賄行為が問題となるため、米国
外での捜査手続の実施が必要となるケースも多
く、米国当局が新型コロナウイルス感染症の流行
前に捜査を開始していた事案について、コロナ禍
により、必要な証拠資料の収集が思うように進ま
ず、また、関係者の十分な供述証拠を得ることが
できず、米国当局と違反企業が司法取引に合意で
きるレベルの事案の解明や証拠の確保が予定どお
り進んでいない状況にあることが想定される。

また、政権移行期にはDOJ及びSECの主要人
事の交代を伴うため、移行当初の米国当局の活動
が一時的に停滞することは珍しくない。実際にト
ランプ政権の発足当初の2017年1月20日から6月
末までの期間の米国FCPA違反企業に対する執行
は1件もなかったが、2017年下半期以降に執行件
数が大幅に増加した。2021年上半期の執行状況
のみから、バイデン政権の米国FCPAの執行スタ
ンスを占うことは早計といえるであろう。

3. 最近の米国FCPAの執行の特徴
米国FCPAの執行に関し、域外適用にも影響し

うる最近の注目すべき動きとして、以下の3点を
指摘したい。

（1）複数の国の執行当局による国際協調
2020年1月に、フランスの航空機メーカーのエ

アバスが、英国、フランス及び米国の執行当局と
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の間で、少なくとも16カ国における外国公務員
等に対する贈賄事案について、総額39億米ドル
を支払う司法取引に合意した。本件については、
2016年に英国の捜査当局が外部のコンサルタン
トを起用した取引に不審な点があるとして、汚職
の疑いでエアバスへの捜査を開始し、2017年以
降は英国とフランスの捜査当局が協力して捜査を
進めた。その後、2018年にDOJも捜査を開始した。
米国に対する制裁金は一部にとどまるが、米国
FCPA違反を理由として2億9400万米ドルの制裁
金が課せられている。DOJは、本件の捜査を主に
リードしたのが英国とフランスの捜査機関であっ
たことから、プレスリリースの中で、英国とフラ
ンスの捜査当局の多大な捜査協力への感謝の意を
示している。

また、前述のゴールドマンサックスのマレーシ
アでの贈賄事案では、米国当局による執行に先立
ち、2020年8月にゴールドマンサックスは、マレー
シア政府と和解金として約39億米ドル相当を負
担することで合意し、マレーシアの検察当局は訴
追を取り下げている。ゴールドマンサックスは、
米国以外の香港、シンガポール及び英国の執行当
局との間でも司法取引に応じ、米国以外の国に対
する総額で約6億米ドルの制裁金の支払に合意し
ている。DOJは、同事案に関するプレスリリース3）

の中で、英国、シンガポール、スイス、マレーシア、
ルクセンブルグ、フランス、ガンジーの執行当局
の捜査協力があったことを明らかにしている。

各国の捜査当局にとって、外国公務員等に対す
る贈賄事案は、第三国での証拠収集活動が不可欠
となるため、国内事案と比較して事実関係の解明、
証拠収集のハードルは非常に高いものになる。従
前から国際的な捜査協力の存在は知られていた
が、実際には外国の執行当局は外国公務員等に対
する贈賄事案の摘発にそれほど積極的ではなかっ
た。しかしながら、最近の執行案件を見ると各国
の捜査当局は、積極的に国際的な捜査協力を進め
ており、今後は、複数の国の執行当局による国際

協調を通じて、外国公務員等に対する贈賄事案の
解明がより一層進むことが期待されている。

（2）外国公務員贈賄事案の米国FCPA以外の取締
り法令に基づく執行件数の増加

外国公務員等に対する贈賄事案では、違反者又
は違反企業は、米国FCPAだけではなく、詐欺、
脱税その他の法令違反行為にも関与していること
が多い。特に、賄賂を構成する違法な資金の国際
的な移動・保管・使用を伴うことが多いため、米
国FCPAによる立件が証拠の関係で難しくても、
米国のマネーロンダリング規制違反を理由とする
訴追が可能な事案もある。DOJの最近の執行案件
では、米国FCPA違反に加えて、又は米国FCPA
違反に代えて、その適用範囲が広範に及ぶマネー
ロンダリング規制違反を理由とする執行が増加し
ている。2020年の執行件数を見ると、DOJによ
る米国FCPAの執行件数は21件であったが、それ
に加えてマネーロンダリング規制違反等の関連法
令の違反を理由とする外国公務員等に対する贈賄
事案に対する執行が19件あった。このように、
最近の米国当局は、米国FCPAだけではなく、他
の関連法令を積極的に適用して、外国公務員等に
対する贈賄事案の摘発に努めている。

（3）企業及び役職員個人に対する執行方針の明確化
DOJは、2020年6月、その訴追判断にあたり違

反企業のコンプライアンス・プログラムの有効性
を評価する際のポイントを整理した「コンプライ
アンス・プログラムの評価ガイダンス（Evaluation 
of Corporate Compliance Programs）」を改訂し
た4）。当該ガイダンスは、2017年2月に最初に公
表され、その後2019年4月に改訂されたものを再
度改訂したものである。DOJは、企業に整備が求
められる贈賄防止のコンプライアンス・プログラ
ムの留意点を頻繁に改訂しており、違反企業との
司法取引を進めるにあたって当該違反企業のコン
プライアンス・プログラムの整備状況を重視して
いることがよく分かる。

一方、企業は自らの役職員等の個人の行為を通

3）https://www.justice.gov/opa/pr/goldman-sachs-charged-foreign-bribery-case-and-agrees-pay-over-29-billion
4）https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/file/937501/download
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じてしか犯罪に関与することができないから、企
業犯罪の撲滅のためには違反行為に従事した役職
員個人に対する責任追及が最も効果的であり、そ
れにより将来の犯罪の抑止効果、企業行動の変化
の動機付け、司法に対する国民の信頼維持等を達
成できるとDOJは考えている。その点を明確にす
るために、DOJは、2015年9月、個人の刑事責任
の追及を重視することを確認する内部通達文書

（いわゆる「イエーツ・メモ」）を公表し、同年
11月には、連邦検察官マニュアル（現在の司法
マニュアル〔Justice Manual〕）の企業に対する
連邦訴追基準に、かかる方針を明確化する新しい
セクションを追加する修正を加えている。また、
2017年11月、DOJは、米国FCPA違反企業が、
①違反行為の自主申告、②全面的な捜査協力、③
適時かつ適切な是正措置の全ての要件を満たした
場合、連邦検察官の訴追判断において、不起訴処
分が相当であるという推定（presumption）が働
くとする執行方針を正式に採用し、司法マニュア
ル（Justice Manual））に「FCPA違反企業に対す
る執行方針（FCPA Corporate Enforcement Policy）」
として組み込んだ。新方針が求める全面的な捜査
協力の要件の充足のために、違反企業は、迅速に、
質の高い社内調査を実施し、DOJが関係した役職
員個人の刑事責任を追及できるように、関係役職
員の特定と、特定された各関係役職員の関与の程
度を解明することまで求められている。

Ⅳ．新政権における展望

（1）政権交代の影響
一般的に、米国の政権交代の影響は誇張されが

ちである。2017年に民主党のオバマ政権に代わっ
て共和党のトランプ政権が誕生した時は米国
FCPAの執行に消極的になるのではないかと言わ
れたが、前述のとおり、結果的にはそうはならな
かった。何より、世界の汚職・腐敗の根絶は、今
や普遍的なテーマであり、一政権の政策の影響を

受けるような話ではない。政権交代により、DOJ
やSECの幹部人事の交代はあるが、DOJ及び
SECにおいて実際に捜査や訴追に従事する検察
官及び調査官の人員にすぐに変更があるわけでは
なく、検察官・調査官は、各々が正義の実現を目
標に働いており、具体的な事件処理にあたって大
統領のスタンスに左右されるわけではない。ただ、
そうはいっても政権交代の影響が全くないという
わけでもない。バイデン政権下での米国FCPAの
執行については、今後の動向をさらに注視する必
要があるものの、大きな方向性としてはトランプ
前政権下での執行方針を承継するだけでなく、む
しろ執行を強化する可能性があると考えられてい
る。ここでは、今後の動きを占うに当たり注目す
べきいくつかの事実を指摘したい。

（2）バイデン大統領のスタンス
バイデン大統領は、世界の汚職・腐敗の根絶や

人権問題に非常に積極的で、2020年の大統領選
挙中には、トランプ政権の汚職防止に向けた取組
みが不十分であることを強く批判していた。バイ
デン大統領は、大企業優遇、ビジネスフレンドリー
と言われたトランプ政権とは、その政策の優先度
においてスタンスを異にしている。

また、大統領就任後の2021年6月3日に、バイデ
ン大統領は、米国の政府機関に向けて汚職・腐敗
の根絶への積極的な取組みを文書で指示する国家
安 全 保 障 検 討 メ モ（National Security Study 
Memorandum）を公表した5）。その中で、バイデン
大統領は、米国FCPAの積極的な摘発を含めた世
界の汚職・腐敗の根絶に向けた取組みは、刑事司
法だけではなく、国家安全保障にかかる重要な問
題であるとの考えを明らかにしている。特に、汚職・
腐敗の根絶に向けたリソースを拡充すること、さ
らなる国際的な協調に取り組むことを宣言してい
る。このようなバイデン大統領の姿勢は、米国の
各政府機関の政策だけではなく、最前線で案件を
担当する個々の検察官及び捜査官の意識やモチ
ベーションにも少なからず影響を与えるであろう。

5）"Memorandum on Establishing the Fight Against Corruption as a Core United States National Security Interest" 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/06/03/memorandum-on-establishing-the-fight-
against-corruption-as-a-core-united-states-national-security-interest/
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（3）リソースの拡充
米国FCPAの捜査及び訴追はDOJ刑事局詐欺部

の米国FCPA部隊とSECの執行部の米国FCPA部
隊が担当している。いずれの部隊も、バイデン政
権発足以降に検察官及び調査官の人員を増強して
おり、過去最大規模の人員を揃えている。特筆す
べきは、DOJが、企業のコンプライアンス・プロ
グラムの専門家のローレン・クートマン（Lauren 
Kootman）氏をコンプライアンス・スペシャリス
トとして新たに起用した点である。クートマン氏
は、法律事務所において米国FCPA違反企業のコ
ンプライアンス・プログラムの整備状況のモニタ
リング業務に従事する等、その分野の経験豊富な
人材である。これまでDOJにそのような役職が設
けられていなかったことを考慮すると、DOJが、
企業による贈賄防止のコーポレート・コンプライ
アンス・プログラムの整備を今後も重視する方針
であることが人事面から分かる。

（4）新たな捜査権限の導入
2021年1月1日に、トランプ前大統領が拒否権

を行使したために成立が遅れていた国防権限法
（National Defense Authorization Act for Fiscal 
Year 2021）を、上院が3分の2以上の賛成で再可
決した（下院は既に再可決しており、同法は成立）。
国防権限法には、米国当局の米国FCPA違反事案
の捜査能力を増強することを期待できる2つの強
力な権限を規定する法律が含まれている。1つは、
小規模の米国の非公開会社に対し、実質的所有者

（Beneficial Owner）に関する情報の報告を義務づ
ける企業透明化法（Corporate Transparency 
Act）である。もう1つは、米国司法省と米国財
務省に、外国銀行に対する文書提出命令を広く認
めるマネーロンダリング防止法の改正法（Anti-
Money Laundering Act of 2020）である。米国当
局は、これらの新しい捜査権限を捜査の端緒や証
拠収集のために利用して、マネーロンダリング事
案や米国FCPA事案の摘発のために広く利用する
ことを検討していいる。前述のとおり、米国FCPA

による立件が困難な場合でも、不透明な資金の流
れがある場合には、マネーロンダリング違反を理
由に外国公務員等に対する贈賄事案を立件する
ケースが増加しており、その傾向は今後一層進む
と考えられる。

Ⅴ．おわりに

コロナ禍の影響もあり2021年に入ってからの
米国FCPAの違反企業に対する実際の執行は低調
であったが、バイデン新政権になり、トランプ前
政権下での米国FCPAの活発な執行を後退させる
ことを予兆させる要因は見当たらない。むしろ、
上記のバイデン政権発足後の動向を見ると、米国
FCPAの執行はさらに強化されると考えるのが合
理的である。

コロナ禍では、各国政府が企業に対して補助金
等の経済支援を提供しており、その過程で外国公
務員等に対して不正な利益が提供されている可能
性も否定できない。また、コロナ禍によるリモー
トの執務環境下で、多国籍企業の外国拠点の活動
に対して管理部門や監査部門の目が行き届かず、
水面下で贈賄事案を含めた潜在的な不正事案が発
見されずに進行していることも考えられる。

以上のとおり、近年の米国FCPAの執行傾向や
バイデン新政権における新たな取組み等を見る限
り、日本企業の海外ビジネスは、依然として米国
FCPAの適用リスクに晒されていることに留意す
る必要がある。また、世界各国が（発展途上国を
含め）汚職の代償（収賄国の社会の公共調達コス
トを押上げると共に、社会に無意味な分断を生み、
民主主義や経済の発展に悪影響を及ぼす）を理解
し、その取締りを重要な政策課題と捉え、司法取
引等の効果的な執行に向けた手続を整備して執行
実績を積み重ねている。国連の提唱するSGDs6）

の開発目標や企業に対してESG課題への取組み
を要求する責任投資原則7）においても、汚職や贈
賄の撲滅は世界的課題として認識されている。こ

6）https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/pdf/sdgs_gaiyou_202108.pdf
7）https://www.unpri.org/download?ac=10971
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のような状況で、日本企業が、海外で外国公務員
等への贈賄行為に関与すれば、米国FCPAか否か
を問わず、日本の不正競争防止法の外国公務員贈
賄罪を含め、いずれかの法域の贈賄禁止法令が執
行され、罰金等の制裁を課されるだけではなく、

レピュテーションに重大な悪影響を及ぼすリスク
がある。海外ビジネスに従事する日本企業は、今
後も継続して、贈賄防止のためのコンプライアン
ス・プログラムの整備に注力することが必要であ
ろう。
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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
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【無料トライアル申込受付中】

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、1月1日に
発効が見込まれるRCEP、主要な国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。

Tariff Search（関税率・原産地規則検索）
HSコードにより、関税分類・原産地規則を検索。関税率を将来
（最大10年）まで把握

Cost Reduction Potential（関税削減ポテンシャル試算）
企業のサプライチェーン情報（輸出入国・品目・取引規模）に基
づくFTA活用可能性と関税コスト削減ポテンシャルを将来にわた
りシミュレーション。FTA使い漏れ防止による当期利益への貢献
を実現

Sourcing Analysis（関税・為替を加味した調達コスト比較）
為替変動と将来関税を考慮し、サプライチェーン別の調達コスト
を同時比較

Trade Analysis（品目別での貿易金額・関税率分析）
品目別主要輸出入国（グローバルで上位10ヵ国）を表示し、マー
ケット動向と自社サプライチェーンの差異を検証

Classification Support（複数国間での関税分類比較）
複数国の関税分類（HSコードおよび品目）を同時に比較表示する
ことで、自社の関税分類を検証

通商課題解決支援サービス「Trade Compass®」
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