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20 日付けの表明書を提出していた。その表明書
には、「私は、私の公正性又は独立性に正当な疑
いを生じさせるおそれのある現在又は過去の案件
を認識しておりません」とする記載と共に、「Ｄ
の弁護士は、将来、本件仲裁に関係しない案件に
おいて、本件仲裁事件の当事者及び／又はその関
連会社に助言し又はそれらを代理する可能性があ
ります」と記されていた。2014 年 8 月 11 日に、
仲裁廷は、Ｙらの申立てを認め、Ｘらの請求を退
ける仲裁判断を下した。
これに対して、Ｘらは本件仲裁判断には取消事
由があるとして、仲裁判断の取消しを申し立てた。
その理由は、2013 年 2 月以降に、Ｄ弁護士事務
所のサンフランシスコ・オフィスに加入した弁護
士Ｅが、Ｙ１ の完全兄弟会社（Ｙ１ の完全親会社Ｆ
の子会社Ｇ）を被告とするクラスアクションにお
けるＧ側訴訟代理人を務めていたことが利益相反
事由に該当するため（以下では、利益相反相当事由
と呼ぶ）
、仲裁人の開示義務に該当すると考えら
れるところ、Ｃが開示義務を怠っており、仲裁判
断の取消事由に該当するというものであった。
原審の大阪地裁は、申立てを棄却した。その理
由は、ＣとＥは同じ弁護士事務所に属するものの、
シンガポール事務所とサンフランシスコ事務所に
勤務し両者は本件クラスアクションに関する情報
交換を行っていないこと、本件仲裁と本件クラス
アクションは事案および当事者を異にし、関連性
もないこと、Ｃ自身は本件クラスアクションに関
与しておらず、また情報に接する機会を有してい
ないことから、「仲裁人としての公正性又は独立

事実の概要
日本商事仲裁協会に係属した事件につい
て、国際的な法律事務所のシンガポール・オフィ
スに所属する弁護士が仲裁人に選任されたのち
に、同じ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、当該仲裁手続の被申立人が関
係する訴訟の代理人を務めることとなった。本件
は、仲裁人がその事実を開示しなかったことが、
仲裁判断の取消事由に該当するか否かが問題と
なった事案である。原決定は取消しを認めなかっ
たが、抗告審は取消事由に該当するとして仲裁判
断を取り消した。
１

２

2011 年 6 月に、Ｙ１ およびＹ２（以下では

Ｙらという） はＸ１ およびＸ２（以下ではＸらとい
う）を相手方として、空調機の新製品開発費用の

負担をめぐる紛争について、大阪で日本商事仲裁
協会に仲裁を付託する条項に基づき、契約義務違
反はないとの宣言を求める仲裁を申し立てた。こ
れに対して、Ｘらは、Ｙらに対して債務不履行に
基づく賠償を命ずる仲裁判断を求める反対申立て
を行った。2011 年 8 月にＹらは、訴外Ａを仲裁
人に選任したが、Ｘらは期限内に仲裁人を選任し
なかったため、日本商事仲裁協会が訴外Ｂを仲裁
人に選任した。同年 9 月、ＡおよびＢは、仲裁
廷の長に訴外Ｃを選任した。Ｃは、複数の国にオ
フィスを有する国際的弁護士事務所Ｄのシンガ
ポール・オフィスに所属する弁護士であった。Ｃ
は、仲裁人に選任されるに際して、2011 年 9 月
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を疑うに足りる相当な理由がある（仲裁法 18 条
1 項 2 号）
」とまではいえないとし、また、Ｘら
は利益相反相当事由が生ずる事態が生ずることを
事前に想定できたにもかかわらず問題としてこな
かったことから、利益相反相当事由の不開示が開
示義務違反に該当するとしても瑕疵は軽微なもの
であるというものであった。
これに対して、Ｘらが抗告を提起した。

を遅滞なく開示しなければならないとされており
（仲裁法 18 条 4 項）、これは、仲裁人の忌避制度
の実効性を担保するとともに、仲裁に対する信頼
を確保するためのものであるから、仲裁人の公正
性又は独立性に疑いを生じさせるおそれのある事
実が客観的に存在しているにもかかわらずその事
実を仲裁人自身が知らなかったという理由で上記
開示義務を免除することはできない。」「仲裁人が
手間をかけずに知ることができる事実について
は、仲裁人には、開示のための調査義務が課され
るべきである。そして、本件利益相反事由につい
ては、Ｃが所属する法律事務所であるＤ内におい
てコンフリクト・チェック（当該案件の当事者及
び対象を明示して当該法律事務所所属の全弁護士
に利益相反がないかどうかを照会して確認する手
続）を行うことにより、特段の支障なく調査する
ことが可能であったというべきである。本件にお
いてこのような調査がＤ内で実施されたかどうか
は一件記録上明らかでないが、当該調査が実施さ
れたのに開示されなかった場合にはもちろんのこ
と、当該調査が実施されなかったために開示され
なかった場合であっても、本件利益相反事由の不
開示につき、開示義務違反の責任を免れない。」

決定の要旨
抗告認容。原決定取消しの上、仲裁判断を取り
消す。
１

開示義務該当性

本決定は、本件利益相反事由が開示義務に該当
すると判断した。
「開示義務は、仲裁人を忌避するかどうかの判
断資料を当事者に提供するためのものであるか
ら、その対象となる事実は、忌避事由（仲裁法
18 条 1 項）そのものよりも広い範囲の事実が含
まれると解するのが相当である。本件利益相反事
由は、Ｄ所属の弁護士が、本件仲裁に関係しない
案件において、本件仲裁の当事者である相手方
Ｙ１の関連会社を代理するというものであり、抗
告人らの立場からすれば、Ｃを忌避するかどうか
を判断するための重要な事実といえるから、これ
が、開示義務の対象となることは明らかである。
また、ＥがＤ所属の弁護士であり、かつ、本件ク
ラスアクションにおいて相手方Ｙ１の関連会社を
代理している以上、Ｃについて利益相反のおそれ
があり得るものと疑いを持たれるのが通常であっ
て、それぞれが勤務するオフィスの所在国が異な
るとか、本件仲裁と本件クラスアクションとはそ
れぞれ当事者が異なり、また、事案の同一性も関
連性もないといってみても、これにより上記疑い
がなくなるものではない。」「また、相手方らは、
Ｃは、Ｄの方針によって、Ｅが本件クラスアク
ションに関与していることも含め、本件クラスア
クションに関する情報を一切与えられていなかっ
たから、本件利益相反事由を開示することができ
なかったと主張する。しかし、仲裁人は、仲裁手
続の進行中、開示義務の対象となる事実の発生時
期のいかんを問わず、開示していない事実の全部
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２

仲裁判断取消しの可否

「本件利益相反事由は、その内容からして、仲
裁人の忌避事由に該当する可能性がないとはいえ
ないものであり、その不開示は決して軽微な瑕疵
とはいい難いものであるから、本件開示義務違反
が重大な仲裁手続保障違反でないとまではいえな
い。また、抗告人らは、本件仲裁の手続中に本件
利益相反事由を知らされていないから、仲裁手続
及び仲裁人の公正に疑問を持つこともなく、本件
仲裁の手続に応じ、本件仲裁判断を受けたのであ
るから、仮に、その手続中に忌避申立てをせず、
審理終了時には本件仲裁の手続が『とてもフェア
である』と述べていたとしても、そのような抗告
人らの行為によって本件開示義務違反という手続
上の瑕疵が治癒されることにはならない。そして、
本件開示義務違反は、重大な手続上の瑕疵という
べきであるから、それ自体が、たとえ、本件仲裁
判断の結論に直接影響を及ぼすことがないとして
も、仲裁法 44 条 1 項 6 号の取消事由に該当する
というべきである。」「また、相手方らは、仮に、
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本件開示義務違反が本件仲裁判断の取消事由に該
当するとしても、本件申立ては、裁量棄却される
べきであると主張するが、上記のとおり、本件開
示義務違反は、重大な手続上の瑕疵というべきで
あるから、仲裁手続及び仲裁判断の公正を確保す
るとともに、仲裁制度に対する信頼を維持するた
めにも、本件仲裁判断をこのまま維持することは
できず、したがって、当裁判所は、本件申立てを
裁量棄却することはしない。」

判例の解説
一 本決定の意義
本決定は、仲裁人の利益相反事由に関する開示
義務違反該当性、および、その効果としての仲裁
判断取消しの可否について判断を示したものであ
る。具体的には、本件では、仲裁人に選任された
弁護士と同じ弁護士事務所の別の国のオフィスに
所属する弁護士が、仲裁手続の被申立人と関係す
る企業の訴訟代理人を務めていることが仲裁人の
開示義務に該当するかどうかが問題となった。こ
れまで同種の事案について、本件を除いて裁判所
の判断がなされておらず、また抗告審が原決定と
異なる判断をしているため、本決定は実務上重要
な意義を有する。なお、本決定に対しては特別抗
告および許可抗告が提起され、最高裁の判断が下
されている１）。
二

開示義務該当性

１

仲裁手続に対する信頼性の確保の要請

も同様に開示義務を負うとされている（同条 4 項）。
この開示義務は、仲裁人に忌避事由（仲裁法 18
条 1 項 2 号）があるかどうかを紛争当事者に判断
させるためのものであり２）、開示義務の範囲は忌
避事由の範囲よりも広いものと解される３）。本決
定も、「開示義務は、仲裁人を忌避するかどうか
の判断資料を当事者に提供するためのものである
から、その対象となる事実は、忌避事由（仲裁法
18 条 1 項）そのものよりも広い範囲の事実が含
まれると解するのが相当である」としており妥当
と解される。
わが国の仲裁法は UNCITRAL モデル仲裁法に準
拠しているが、モデル法自体は開示義務の詳細な
具体的内容を明らかにすることを断念しており４）、
この点について各国法に委ねていると考えられ
る。しかし、仲裁法は具体的な開示の範囲を、条
文上明らかにしていない。そこで、国際法曹協会
（IBA）が作成した国際仲裁における利益相反に関
するガイドライン５） が有用と考えられ、それに
よれば開示義務の対象になると思われる６）。
３

仲裁手続は、訴訟手続に代替する私的紛争解決
手段である。仲裁手続が、国家によって運営され
る訴訟手続と並ぶ紛争解決手段として制度利用者
の信用を得るためには、手続の透明性・公正性な
どを有することが不可欠といえ、そのため仲裁人
に対して一定の事項について開示義務が課されて
いる。
２

開示義務の対象事項

仲裁人の開示義務については、仲裁法 18 条が
定めている。それによると、仲裁人に就任しよう
とする者は、
「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開示しなけ
ればならない」（同条 3 項） し、仲裁人は就任後
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仲裁人の継続的調査義務とその程度

仲裁人は、仲裁手続の進行中も開示義務を負
う（仲裁法 18 条 4 項）。この開示義務を果たすた
めには、仲裁人は、手続進行中においても開示事
由に該当する事実が生じたかどうか調査する義
務を負うことになる７）。もっとも、この調査義務
は、仲裁人就任に際しての調査義務とは程度が異
なることが考えられる。仲裁人に就任するに際し
ては、十分な時間と手間をかけて開示事由の有無
を調査する余裕があると考えられるし、また仲裁
人に対する公正性・独立性をチェックするために
もそのようにすることが求められよう。これに対
して、仲裁手続が開始した後の仲裁人をめぐる手
続外の関係は、随時変化するものであることから、
調査可能領域もおのずと限界が生ずると考えられ
る８）。その意味では、本決定が「仲裁人が手間を
かけずに知ることができた事実」については、仲
裁人に調査義務が課されるとした点は、合理的な
範囲で調査義務を負うものと解され、一般論とし
て賛同しうるものである。もっとも、本件では、
サンフランシスコ事務所の弁護士が加入したの
は、仲裁手続開始後 1 年半が経過した後であるが、
この間、仲裁手続の申立人が関係する企業（関連

3

3

新・判例解説 Watch ◆ 国際私法 No.22

企業も含めて）のコンフリクト・チェックを随時

より詳しい説明がなされるべきであった

継続的になしうるのかどうかは、疑問が残るとこ
ろであろう９）。

●――注

三

仲裁判断の取消可能性

１

開示義務違反と取消事由との関係

15）

。
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定型的に判断しているように読める。この点は、
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