
新・判例解説 Watch ◆ 国際私法 No.19

1vol.20（2017.4） 1

　　　　ローライブラリー ◆ 2017年 2月24日掲載　
文献番号 z18817009-00-160191456

外国裁判所を指定する専属的国際裁判管轄合意を無効とした事例

【文 献 種 別】　判決／東京高等裁判所
【裁判年月日】　平成 26年 11 月 17 日
【事 件 番 号】　平成 26年（ネ）第 623 号
【事　件　名】　出資金返還請求控訴事件（MRI 事件）
【裁 判 結 果】　原判決取消し、差戻し
【参 照 法 令】　民事訴訟法 3条の 4第 1項
【掲　載　誌】　判時 2243 号 28 頁、判タ 1409 号 200 頁、消費者法ニュース 104 号 384 頁
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LEX/DB 文献番号 25505266

事実の概要

　Ｘ１らは、いずれも日本国内に居住する個人で
ある。Ｙは、アメリカ合衆国ネヴァダ州に本店を
置き、同州の一般会社法を準拠法として設立され
た会社である。
　Ｙは、投資家から資金を集め、これを原資とし
てアメリカ合衆国内における診療報酬請求債権の
購入及び回収事業を行い、同事業から生じる利益
の一部を配当し、約定の満期日到来後に出資金を
返還するという内容の金融商品を、Ｘ１らを含め
たわが国の投資家に販売した。
　Ｘ１らは、Ｙの販売した金融商品への出資につ
き、約定の満期が到来したとして、出資金の返還
を請求して、東京地裁に訴えを提起した。これに
対しＹは、Ｘ１らとの間における契約に、「本契約
から生じる一切の紛争については、アメリカ合衆
国ネヴァダ州裁判所を専属的合意管轄裁判所とす
る」との専属的国際裁判管轄合意が存在するとし
て、訴えの却下を求めた。
　原審判決たる東京地判平 26・1・14（判時 2217
号 68 頁）はこの主張を認めて訴えを却下したた
め、Ｘ１らが控訴した。

判決の要旨

　１　「本件金融商品の取引において、Ｘ１らは『消
費者』であり、Ｙは『事業者』であること、本
件訴え提起時においてＸ１らの住所は日本国内に
あったことが認められるから、Ｘ１らとＹとの間

で締結された本件契約に関するＸ１らからの訴え
については、他に障害事由が存しないかぎり、日
本の裁判所に管轄がある（民事訴訟法 3 条の 4
第 1項）。」

　２　「Ｙが平成 19 年に用いていた契約書には、
本件管轄合意の定めはないことが認められる。
Ｘ１は、平成 19 年 12 月 14 日に本件契約を締結
しており……本件管轄合意の定めがない契約書に
基づいて本件金融商品を購入したと推認されるか
ら、Ｘ１とＹが本件管轄合意をしたとは認められ
ない。」

　３　「Ｘ２ら 8名とＹとの間では本件管轄合意が
されているところ、民事訴訟法及び民事保全法
の一部を改正する法律（平成 23 年法律第 36 号）
の施行日である平成 24 年 4 月 1 日以前に合意さ
れた本件管轄合意については、現行の民事訴訟法
3条の7の適用がないから（同改正附則2条2項）、
その成立及び効力については同改正以前の民事訴
訟法の規定の趣旨を参酌しつつ条理によって決す
べきであるが、国際的裁判管轄の合意の方式とし
ては、少なくとも当事者の一方が作成した書面に
特定国の裁判所が明示的に指定されていて、当事
者間における合意の存在と内容が明白であれば足
りると解され（昭和 50 年最判）、前記前提事実
及び前記説示に照らすと、本件管轄合意は、上記
方式に欠けるところはない。
　また、本件管轄合意のように日本の裁判権を排
除し、特定の外国の裁判所だけを第一審の管轄裁
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判所と指定する旨の国際的専属的裁判管轄の合意
は、〔1〕当該事件が日本の裁判権に専属的に服
するものではなく、〔2〕指定された外国の裁判
所が、その外国法上、当該事件につき管轄権を有
することの 2要件を満たす限り、日本の国際民
事訴訟法上、原則として有効であると解されると
ころ（昭和 50 年最判）、前記前提事実によれば、
本件管轄合意は、いずれの要件も満たすといえる
から、原則として有効と解される。
　しかし、本件管轄合意がはなはだしく不合理で
公序法に違反する場合には、その効力が否定され
ると解すべきであるから（昭和 50 年最判）、以
下この点について検討する。」

　４　「〔1〕Ｘ２ら 8 名の本件契約中、最も契約
締結日が早い平成 20 年の時点で、本件金融商品
の運用が行き詰まっていたにもかかわらず、Ｙは、
本件金融商品の勧誘を続ける一方、本件管轄合意
の定めを置いたこと、〔2〕Ｙは、関東財務局から
の命令にもかかわらず、本件金融商品の購入者に
対し、出資した財産の運用・管理の状況その他必
要な事項の説明を怠っていること、〔3〕Ｙは、本
件訴訟及び米国訴訟でそれぞれ管轄の存在を争っ
ていること、〔4〕Ｘ２ら 8名の請求を判断するの
に必要な証拠がアメリカ合衆国に偏在していると
はいえないこと、〔5〕日本の裁判所で審理するこ
とが、Ｙに不合理で過大な負担を強いるものでな
いのに対し、アメリカ合衆国の裁判所で審理する
ことは、Ｘ２ら 8名にとって大きな負担となるこ
との各事情が認められ、これらに加えて、Ｘ１に
ついては本件管轄合意が認められないことなどを
併せ考えると、本件管轄合意に基づいてＸ２ら 8
名に日本の裁判所での審理の途を絶つことは、は
なはだしく不合理であり、公序法に違反するから
許されないというべきである。」

　５　「したがって……本件管轄合意の効力は否
定されるから、本件管轄合意を理由に日本の裁判
所が本件訴えの管轄を有しないとするＹの主張は
理由がない。」

判例の解説

　一　本判決の特徴と意義
　１　わが国の国際裁判管轄については、判旨の
中でも言及されている「民事訴訟法及び民事保全
法の一部を改正する法律」による民訴法の改正に
よって、近時、整備がなされた。本判決の一つ
の特徴は、Ｘ１らの訴えにつきわが国が国際裁判
管轄を有することについては、改正後の民訴法 3
条の 4 第 1 項により認める一方で、Ｙの主張す
る外国裁判所を指定する専属的国際裁判管轄合意
の有無については、改正前における規律により判
断しているという点にある。
　これは、消費者契約紛争に関する特則である民
訴法 3条の 4 については、原則通り、訴訟係属
時に改正後の民訴法が施行されていれば適用があ
る一方で、消費者・事業者間の国際裁判管轄合意
に関する特則である民訴法 3条の 7 第 5 項につ
いては、同改正附則 2条 2 項により、同法施行
後に合意されたものでない限り適用がないとされ
ているためである。その結果、本件のように、同
法の施行日を跨いで国際裁判管轄合意と訴訟提起
がなされた場合に、このような現象が発生するわ
けである。換言すれば、仮に本件の国際裁判管轄
合意が同法施行日の後に締結されていたのであれ
ば、本件管轄合意は民訴法 3条の 7 第 5 項によ
り検討の余地なく無効であった。

　２　それでは、本判決も依拠した国際裁判管轄
合意の改正前における規律とは何か。それは、明
文規定のない時代に長らく依拠されてきた（本判
決では「昭和 50 年最判」と言及されている）最判昭
50・11・28（民集 29 巻 10 号 1554 頁）により示
された規律である。
　かかる最高裁判決により示された規律は、方式
面と実質面の二つに分かれる。そのうち方式面の
規律は、本判決においても依拠されている「少な
くとも当事者の一方が作成した書面に特定国の裁
判所が明示的に指定されていて、当事者間におけ
る合意の存在と内容が明白であれば足りる」とい
うものである。もっとも、結局のところ、かかる
規律との関係で本件の国際裁判管轄合意は方式面
に何ら問題はないとされたため、この意味におい
て本判決は、同最高裁判決が示した方式面の規律
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に従った下級審判例の一つという限られた意義を
有するにすぎない。

　３　他方、実質面の規律は、「〔1〕当該事件
が日本の裁判権に専属的に服するものではなく、
〔2〕指定された外国の裁判所が、その外国法上、
当該事件につき管轄権を有すること」、そして、
〔3〕「管轄合意がはなはだしく不合理で公序法に
違反する」ことがないというものである。
　本件管轄合意については、このうち前二者につ
いては問題ないとされたが、最後の要件との関係
で、本判決は、「はなはだしく不合理であり、公
序法に違反する」と結論付けたのである。この点
に本判決の大きな意義があるため、以下、この点
に絞って解説したい。

　４　なお、本判決については、この他、契約中
の管轄合意が不法行為上の請求にも及ぶと判示し
た点、民訴法 3条の 9 の「特別の事情」を否定
した点、本件訴えの提起後にＸ１らを除くわが国
の投資家からＹらを被告としたクラスアクション
が米国裁判所に提起されたという事実があったと
しても二重起訴として却下されないと判示した点
など、検討に値する部分がある。しかし、紙幅の
関係上、本解説では扱わない。

　二　はなはだしく不合理で公序法に違反する
　　　国際裁判管轄合意
　１　上記最高裁判決により示された国際裁判管
轄合意に関する実質面の規律は、以降、下級審裁
判例によってあまねく依拠されるものとなった。
しかし、特に、管轄合意が「はなはだしく不合理
で公序法に違反する」ものではないという要件に
関しては、近時に至るまで、争いの対象となった
管轄合意を「はなはだしく不合理で公序法に違反
する」とした下級審裁判例は、ほとんど存在しな
かった。
　すなわち、東京地判平 6・2・28（判タ 876 号
268頁）、東京地判平12・4・28（判時1743号 142頁）、
その控訴審判決である東京高判平 12・11・28（判
時 1743 号 137 頁）、東京地判平 22・11・30（判
時 2104 号 62 頁）、東京地判平 24・2・14（判例集
未登載）、東京地判平 25・4・19（判例集未登載）、
東京高判平 25・9・18（判例集未登載）、そして、

本件の原審判決は、争いの対象となった管轄合意
が「はなはだしく不合理で公序法に違反する」と
は評価してこなかった。

　２　しかし、近時においては、争いの対象となっ
た管轄合意を「はなはだしく不合理で公序法に違
反する」と評価する下級審判決が登場するように
なっている。
　例えば、前掲東京地判平 24・2・14 の控訴審
判決である東京高判平 24・6・28（判例集未登載）は、
外国の事業者に資産運用を任せた結果として被っ
た顧客の損害を巡る紛争につき、「一方が消費者
であることも念頭に置く必要がある」とした上で、
「改正民事訴訟法 3条の 7」「の規律の背景にある
消費者の司法へのアクセスの保護と事業者の予測
可能性との調和を図る必要性は、本件においても
妥当するところであって、公序の一内容をなすも
のと考えるべきことを総合的に考慮すれば」、外
国の「裁判所以外への訴訟提起を認めない点にお
いてはなはだしく不合理で公序に反するというべ
きである」とする。
　また、外国事業者とのファンド契約紛争事案で
ある大阪高判平 26・2・20（判時 2225 号 77 頁）は、
「契約当事者、契約締結地、義務履行地、投資対
象のいずれの点からも、本件各契約に関する紛争
について日本の裁判所の管轄を排除し」、外国「裁
判所のみを管轄裁判所とすべき合理的理由は何ら
見出し得ない」上、「本件管轄合意の効力を認め
た場合」、外国の「裁判所での訴訟の提起、遂行
を余儀なくされることによる控訴人らの負担が非
常に大きいものであることは容易に推認すること
ができる」ため、「本件管轄合意は、甚だしく不
合理であり、公序法に違反し、無効と解するのが
相当である」としている。
　さらに、労働契約事案である東京地判平 24・
11・14（労判 1066 号 5 頁）は、原告が外国にお
いて被告「に対する訴えを提起・遂行することは、
一個人にすぎない原告にとって大きな負担となる
ことが予想される一方、世界規模で事業展開する」
「グループに所属し、同グループ所属の他の企業
の支援等の様々な資源を利用することが可能な」
被告が「我が国において原告の訴えに応訴するこ
とは、同被告にとってそれ程大きな負担となると
は解されない」として、外国裁判所以外への訴訟
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提起を認めない専属的国際裁判管轄合意を「甚だ
しく不合理で公序法に反するときに当たり、無効
であると解するのが相当である」としているので
ある。
　このように見てくると、事業者・事業主に比し
て力関係が弱い消費者・労働者を国際裁判管轄と
の関係でも優遇するという法政策を鮮明に打ち出
した民訴法の改正の後の下級審裁判例の中におい
ては、わが国の「公序法」の内容の一つに、かか
る価値、すなわち、力関係の弱い当事者の保護を
国際裁判管轄との関係でも図るという価値が存在
するとして、そのような観点から、一方当事者の
訴訟提起の機会を実質的に奪うような効果をもた
らす、力関係の差が大きい当事者間の専属的国際
裁判管轄合意を否定しようとする一つの傾向を見
出すことができるように思われる。

　三　本判決の位置付け・影響・その後
　１　以上のように見てくると、本判決は、一方
当事者の訴訟提起の機会を実質的に奪うような効
果をもたらす、力関係の差が大きい当事者間の専
属的国際裁判管轄合意を、「はなはだしく不合理
で公序法に違反する」と評価する近時の一連の下
級審裁判例の延長線上にあるものであり、その存
在によってかかる傾向を強化するものであると位
置付けられよう。

　２　もっとも、上述のように本件では、改正民
訴法の施行日前に管轄合意がなされたため、改正
前の国際裁判管轄合意に関する規律が適用されて
いるが、今後は管轄合意の締結時点が施行日後に
なる事案がほとんどになることが予想され、そう
であるならば、消費者契約紛争事案や労働契約紛
争事案については、今後は、民訴法 3条の 7 が
直接に適用され、本判決のように「はなはだしく
不合理で公序法に違反する」か否かを検討するま
でもなく、当該国際裁判管轄合意が無効と評価さ
れることになる。
　その意味において、本件のような消費者契約
紛争事案（もっとも、外国の事業者との間で極めて
高額の投資や資産運用を行った末に損害を被った本
件や前記の類似事案を「消費者契約」紛争と呼ぶこ
とには躊躇も覚える。少なくとも典型的な消費者紛
争とはいい難いであろうが、しかしそれは、民訴法

3条の 7第 5 項の適用があることとは別の話である）
や労働契約紛争事案においては、「はなはだしく
不合理で公序法に違反する」として国際裁判管轄
合意を否定した本判決（及び前記の同種の傾向にあ
る下級審裁判例）が、今後、影響を与える余地は
少ないといわざるを得ない。

　３　しかし、民訴法 3 条の 7 第 5 項・第 6 項
の射程から外れるような事案であり、かつ、当事
者間の力関係があまりに大きい場合については、
本判決（及び前記の同種の傾向にある下級審裁判例）
の「はなはだしく不合理で公序法に違反する」場
合の判断が影響を与えていく可能性がある。
　その意味で、最近の東京地（中間）判平 28・2・
15（判例集未登載）は、力関係に大きな差がある
巨大外国企業とその下請けのわが国中小企業との
間における外国裁判所を指定した専属的国際裁判
管轄合意を無効と評価したという点で注目され
た。もっとも、同中間判決は、その理由として争
いの対象となった管轄合意が「はなはだしく不合
理で公序法に違反する」とは述べなかった。その
代わりに、改正民訴法 3条の 7 第 2 号が「前項
の合意は、一定の法律関係に基づく訴え」に関す
るものでなければならないと定めているところ、
当該管轄合意により対象とされている紛争の範囲
があまりに広範であったため、かかる要件を具備
しないという理由が用いられたのであった。

　４　なお、本判決の後、Ｙから上告がなされて
いるが、最決平 27・9・1（判例集未登載）により、
民訴法 312 条 1 項・2 項、民訴法 318 条 1 項に
該当する事由は認められないとして、上告を棄却
した。その上で、差戻し審判決である東京地判平
28・4・8（判例集未登載）は、Ｘらの請求を認容
している。
　また、本判決の評釈としては、加藤紫帆・ジュ
リ 1484 号 143 頁、小田司・判時 2265 号 165 頁、
村上正子・法教別冊附録426号36頁、渡部美由紀・
JCA62 巻 7 号 18 頁、長谷川俊明・際商 43 巻 5
号 648 頁、西口博之・NBL1040 号 11 頁等がある。
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