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判例紹介 

 

「国際仲裁における仲裁判断に取消事由があるとの主張が認められなかった事例」 

大阪地方裁判所平成 27年３月 17日決定（金融・商事判例 1471号 52頁） 

（仲裁判断取消申立事件） 

 

 
要旨 

• 仲裁手続における仲裁人の利益相反事由の開示義務に関して、仲裁判断の取消事由があると

は認められないとした。 
• 仲裁判断においてなされた当事者間の覚書の解釈に関して、仲裁判断の取消事由があるとは

認められないとした。 
• 仲裁判断においてなされた当事者間の契約の解釈に関して、仲裁判断の取消事由があるとは

認められないとした。 
 

事案概要 

本件は、日本商事仲裁協会（JCAA）の国際仲

裁事件における仲裁判断について、同事件の一

方当事者が裁判所に仲裁判断の取消しを申し

立てた事案である。同事件の仲裁廷の長である

仲裁人は、ある法律事務所のシンガポールオフ

ィスに所属していたところ、同事務所のサンフ

ランシスコオフィスに所属する弁護士が、本仲

裁事件に関係しない案件において、本仲裁事件

の当事者の関連会社の訴訟代理人を務めてい

た。本件では、仲裁手続において当該仲裁人が

この事実を開示しなかったことが仲裁法 44 条

1項 6号又は 8号に規定する仲裁判断の取消事

由に該当するかどうかが問題となった（争点

①）。また、本件では、当事者間で締結された

覚書に関する本仲裁判断の内容及び手続につ

いて仲裁法 44 条 1 項 4 号、6 号又は 8 号の取

消事由に該当するか（争点②）、当事者間で締

結された契約がいわゆる継続的供給契約に該

当しないとした本仲裁判断について仲裁法 44

条 1項 8号の取消事由に該当するか（争点③）

も問題となった。本決定は、本仲裁判断に申立

人らが主張する取消事由があるとは認められ

ないとして、取消しの申立てを棄却した。 

 

判旨 

1. 争点①について 

仲裁人が所属する法律事務所の別の弁護士

が、仲裁事件の当事者と資本関係のある会社の

訴訟代理人を務めているという事実は、仲裁人

としての公正性及び独立性に疑いを生じさせ

るおそれのある事実（仲裁法 18 条 3 項及び

JCAAの商事仲裁規則 28条 4項）に該当すると

解する余地がある。 

しかし、(i)仲裁人と当該弁護士は同じ法律

事務所の別々のオフィスに所属しており、両者

間で情報交換等の交流があったという事情は

窺われないこと、(ii)本仲裁と当該訴訟は事案

及び当事者を異にし、関連性もないこと、(iii)

仲裁人自身は当該訴訟に関与しておらず、当該

弁護士が当該訴訟に関与していることを含め、

当該訴訟に関する情報に接する機会はなかっ

たことが認められる。これらの事情に鑑みれば、

仲裁人選任後に、当該訴訟で訴訟代理人を務め

る別の弁護士が、仲裁人が所属する法律事務所

のサンフランシスコオフィスに移籍したとい

う事実があっても、このことだけでは仲裁人と

しての公正性及び独立を疑うに足りる相当な

理由があるとまでは認められないから、仲裁人

の忌避事由が存在したとはいえず、また同事実
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の存在が仲裁判断の結論に影響を及ぼしたと

も認められない。 

さらに、仲裁人は、仲裁手続で提出した表明

書の中で、上記のような事態が生じうることを

明らかにしており、申立人らは、これに対して

何ら異議を述べず、問題視していなかった。こ

のことも併せ考慮すれば、仲裁人が上記の事実

を開示しなかったことが開示義務違反（仲裁法

18 条 4 項）にあたるとしても、それによる瑕

疵は軽微なものといえる。 

以上によれば、仲裁人による上記の開示義務

違反が仲裁法 44条 1 項 6号に該当するとして

も、これを理由に本仲裁判断を取り消すことは

相当でないというべきである（仲裁法 44 条 6

項）。 

したがって、争点①についての申立人らの主

張はいずれも理由がない。 

 

2. 争点②について 

申立人らは、当事者間で締結された覚書に関

する本仲裁判断の認定内容は日本の基本的法

秩序に反し、公序良俗違反があると主張するが、

同主張は、本仲裁判断における事実認定又は法

的評価の不当をいうものにすぎず、採用するこ

とができない。その他仲裁判断の内容が日本法

の公序良俗に違反すると評価すべき事情があ

るとは認められない。 

また、申立人らは、本仲裁手続において、相

手方の主張に対する防御が不可能であったと

主張する。しかし、本仲裁の事件記録によれば、

当該争点に関して申立人らにおいて防御が不

可能であったということはできない。 

したがって、争点②についての申立人らの主

張はいずれも理由がない。 

 

3. 争点③について 

申立人らは、当事者間で締結された契約が継

続的供給契約に該当しないとした本仲裁判断

は公序良俗に反すると主張するが、同主張は、

本仲裁判断における事実認定又は法的評価の

不当をいうものにすぎず、採用することができ

ない。その他仲裁判断の内容が日本法の公序良

俗に違反すると評価すべき事情があるとは認

められない。 

したがって、争点③についての申立人らの主

張はいずれも理由がない。 

 

コメント 

1. 争点①について 

仲裁法 18 条 4 項は、仲裁手続の進行中、当

事者に対し、自己の公正性又は独立性に疑いを

生じさせるおそれのある事実の全部を遅滞な

く開示しなければならないとする。また、JCAA

の 2008 年版商事仲裁規則 28 条 4 項（最新の

2014年版商事仲裁規則では 24条 4項）も同様

の仲裁人の開示義務を規定する。 

本決定は、仲裁人が所属する法律事務所の別

の弁護士が、仲裁事件の当事者と資本関係のあ

る会社の訴訟代理人を務めているという事実

は、仲裁人としての公正性及び独立性に疑いを

生じさせるおそれのある事実に該当すると解

する余地があると判断した。この点に関して、

いかなる場合であれば仲裁人としての公正性

及び独立性に疑いを生じさせるおそれのある

事実に該当するといえるかはケースバイケー

スの判断になるところ、例えば、実務上よく参

照される「国際仲裁における利益相反に関する

IBAガイドライン」によれば、「仲裁人の法律

事務所が、現在、一方の当事者またはその関係

会社との間で、重大な商業上の関係を有する」

ことは「放棄可能なレッド・リスト」に、「仲

裁人の法律事務所が、現在、重大な商業上の関

係をつくることなく、かつ当該仲裁人が関与す

ることなく、一方の当事者またはその関係会社

に役務を提供している」ことは「オレンジ・リ

スト」にそれぞれ該当するとされており、事案

の内容・程度次第ではあるものの、仲裁人が所

属する法律事務所から仲裁事件の当事者の関

係会社への役務提供は、仲裁人の公正性及び独

立性に正当な疑いをもたらす事情として挙げ

られている。 

もっとも、仲裁法 44条 6項は、「裁判所は、

第一項の申立てがあった場合において、同項各

号に掲げる事由のいずれかがあると認めると

き…は、仲裁判断を取り消すことができる。」

と規定するところ、これは裁判所が、仲裁判断

の取消事由が存在すると認める場合も、裁量に

より申立てを棄却することができることを意

味する。本決定は、本件の仲裁人が上記の事実

を開示しなかったことが開示義務違反（仲裁法

18条 4項）に該当する可能性を指摘しつつも、

仲裁人と当該訴訟の訴訟代理人弁護士が異な

るオフィスに所属していたことや、本仲裁と当

該訴訟とは関連性がないものであったこと、仲

裁人の表明書において上記のような事態が生

じうることを明らかにしていたことなどを考

慮し、仮に開示義務違反があるとしても瑕疵は

軽微なものといえるとして、仲裁法 44 条 6 項

に基づき裁量棄却すべきであるとした。 
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2. 争点②及び③について 

本件の申立人らは、当事者間で締結された契

約や覚書に関する本仲裁判断の判断内容につ

いて取消事由があると主張した。もっとも、仲

裁法上、仲裁判断における事実認定の誤りや実

体的判断基準としての法適用の誤りは、裁判所

による審査の対象とはならないとされている。

例えば、東京地決平成 21年 7月 28日判タ 1304

号 292頁は、裁判所は、仲裁判断をできる限り

尊重すべき立場にあるというべきであるから、

単に仲裁廷による事実認定又は法的判断が不

合理であると認められるにすぎない場合に、裁

判所による仲裁判断の取消しを認める趣旨で

はないと判示している。 

本決定も、同様の判断枠組みに沿って、本件

の申立人らによる当事者間で締結された覚書

や契約に関する主張は、本仲裁判断における事

実認定又は法的評価の不当をいうものにすぎ

ないとした上で、申立人らが主張する仲裁判断

の取消事由があるとは認められないとした。 

 

3. まとめ 

本決定は、仲裁法の下での一般的な枠組みに

従って仲裁判断の取消事由の有無について判

示したものであり、事例的な判断であるが、今

後同種の事件について検討する際に参考にな

ると考えられる。 
 

＊ ＊ ＊ 
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------------------------------------------------------------- 
報告者 

 

 
アンダーソン・毛利・友常法律事務所 

 
〒107-0051 東京都港区 

元赤坂一丁目 2 番 7 号 赤坂 K タワー 
Akasaka K-Tower, 2-7 
 Motoakasaka 1-chome 

Minato-ku, Tokyo 107-0051 Japan 
http://www.amt-law.com/ 

 
（ニュースレターの配信又は配信停止をご希望

の場合は、下記アドレスにご連絡ください。） 
- -  

 
本ニュースレターの内容は、一般的な情報提供で

あり、具体的な法的アドバイスではありません。 
This newsletter is published as a general 
service to clients and friends and does not 
constitute legal advice. 
 
過去に発行されたニュースレターは、当事務所の

ウ ェ ブ サ イ ト に 掲 載 さ れ て お り ま す 。

http://www.amt-law.com/bulletins3.html 
 
Previous issues of our newsletters are 
available on the website of Anderson Mori & 
Tomotsune.  
http://www.amt-law.com/en/bulletins4.html 

井上 葵 
Aoi Inoue 

-  
Tel: 03-6888-5802 
Fax: 03-6888-6802 
http://www.amt-law.com/professional/p
rofile/AII 
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