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国際商取引学会第19回（2016年）全国大会プログラム 

会場：神戸大学農学研究科 B棟 B-101教室；B-204教室；B-304教室 
（添付の案内図をご参照下さい。） 

第一日目　　　11月12日（土） 
＜受付開始：9：30＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    会場：B-101教室 
＜開会の挨拶：9：55＞　　　　　　会長　齋藤　彰　　　　　    会場：B-101教室　　　　 
＜個別研究報告会：午前の部　10：00 ～ 12：15＞ 

［セッションA］  
座長　大貫 雅晴（ジービック大貫研究所・代表） 会場：B-101教室 

［A-1］「Investor-state dispute settlement involving Japanese investors」 
　　　　　　　　報告者：Daniel Allen（Associate, Freshfields Bruckhaus Deringer）  

コメンテータ： James Claxton（神戸大学・教授） 
［A-2］「米国における建設ADR」 

　　　　　　報告者：小倉 隆（大成建設・次長） 
　　　　　　　　コメンテータ：澤井 啓（大阪経済大学・客員教授） 
［セッションB］ 
　　　　　　　座長　田中 誠和（名古屋商科大学・教授）　　　    会場：B-204教室 

［B-1］「中国における不動産投資信託（REIT）の実務進展及び法的問題 
̶̶ 日本法やアメリカ法との比較」 

　　　　　　報告者：段　磊（名古屋商科大学・専任講師） 
　コメンテータ：梶田 幸雄（麗澤大学・教授） 

［B-2］「新たな犯罪収益移転防止法制に対する提言 
   ̶̶ 前提犯罪の拡大に伴う法制度の再編」 

　　　　　　報告者：花木 正孝（近畿大学・准教授） 
　  コメンテータ：渡邊 隆彦（専修大学・教授） 
［セッションC］ 
　　　　　　　座長　浜辺 陽一郎（青山学院大学・教授、弁護士 会場：B-304教室 

［C-1］「外国判決の承認・執行に関する中国の現状と改革の動向」 
　　　　　　報告者：馮　茜（大阪大学・博士後期課程） 

　　　　　　　　コメンテータ：高杉 直（同志社大学・教授） 
［C-2］「米国における反トラスト法をめぐる抵触法上の問題」 
　　　　　　報告者：西岡 和晃（同志社大学・博士後期課程） 

　　　　　　　　コメンテータ：多田 望（西南学院大学・教授） 
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＜お昼  12：30 ～ 13：30＞ 

＜個別研究報告会：午後の部　13：30 ～ 15：45＞ 
［セッションA］ 
      　　　座長　藤川 信夫（日本大学・教授）　　　　　　　 会場：B-101教室 
［A-3］「非流通運送書類の選択要因モデルと多文化の影響について」 
　　　　　　報告者：長沼 健（同志社大学・准教授） 

　　　　　　　　コメンテータ：田口 尚志（早稲田大学・教授） 
［A-4］「拡大するessDOCSの電子貿易取引と電子海上運送状活用の提言」 

　　　　　　　　報告者：檜垣 拓也（MUビジネスサービス・部長代理） 
コメンテータ：佐藤 武男（グローブシップ・常務取締役） 

［セッションB］ 
          座長　田中 恒好（立命館大学・教授）　　　　　 　 会場：B-204教室 
［B-3］「国際商取引における人的資源管理の多様性」 

　　　　　　　　報告者：河野 公洋（岐阜聖徳学園大学・教授）  
コメンテータ：齋藤 憲道（同志社大学・スーパーバイザー） 

［B-4］「北極海航路の現状」 
　　　　　　　　報告者：合田 浩之（日本郵船・調査役） 

コメンテータ：大島 英雄（大島経営研究所・所長） 
［セッションC］ 
　　　　　　　　座長　阿部 博友（一橋大学・教授）　    　　 会場：B-304教室 

［C-3］「仲裁合意の人的範囲の拡張に関する基準についての考察 
 ― フランスの裁判例からの示唆」 

　　　　　　報告者：越智 幹仁（神戸大学・博士後期課程） 
　　　　　　　　コメンテータ：中村 達也（国士舘大学・教授） 

［C-4］「債権法改正中間試案における外貨債権の取扱い」 
　　　　　　報告者：平野 英則（西武信用金庫・副部長） 

　コメンテータ：田澤 元章（明治学院大学・教授） 

＜総会：16：00 ～ 17：25＞　　　　　　　　　   会場：B-101教室　　　　 

＜懇親会：17：35 ～ ＞　　　会場：レストラン「さくら」（神大正門前） 
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第二日目　　　11月13日（日） 
＜受付開始：9：30＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    会場：B-101教室 
＜シンポジウム：午前の部　10：00 ～ 12：30＞ 
「アジアにおける国際ビジネスと法」　　　　　　　　　　　　　 会場：B-101教室　　　　 

【趣旨】　日本企業の国際ビジネスにとって、世界経済の成長センターであるアジア
地域を無視することはできない。実際にも、多数の日本企業がアジア地域に進出して
いる。しかし、アジアは多様であり、ビジネス慣行も地域ごとに異なっており、各地
域の実情を知らなければ痛い目に遭うことになる。 
　本シンポジウムでは、アジア地域でビジネスを行っている日本企業に対して示唆を
提供することを目的として、アジアで国際ビジネスを行う際の「勘所」について、ビ
ジネス実務と法律実務という複眼的な視点から検討する。 

座長　　高杉　直（同志社大学・教授） 
１．個別報告（各30分程度×4名）　　　　　　　　　　　　10：00～12：00（120
分） 
　１）中国における商業賄賂を中心に 
報告者：村上 幸隆（関西大学・教授、弁護士）　 

　２）中国におけるビジネス紛争解決 
報告者：梶田 幸雄（麗澤大学・教授）　 

　３）東南アジアにおける投資規制 
報告者：阿部 道明（中央大学・教授）　 

　４）アジアにおける国際建設契約紛争の予防と解決 
報告者：大本 俊彦（京都大学・特命教授）　 

２．全報告者との質疑応答　12：00～12：30（30分） 
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個別研究報告［セッションA・第1報告］ 
2016年11月12日 

Investor-state dispute settlement involving 
Japanese investors 

Daniel Allen 
（Associate, Freshfields Bruckhaus Deringer） 

The paper I propose to present will explore current status of  investor state 

dispute settlement in Japan or involving Japanese investors.  

• I will first set out the history of  investor state dispute settlement involving 

Japanese investors, focusing on the Saluka v. Czech Republic case from 2004. 

Because there is relatively little history of  Japanese investors bringing investment 

treaty claims against States, this section will be limited in scope.  

• Then I will provide an overview of  the current status of  Japan’s bilateral 

investment treaty program, describing the types of  protections that Japan’s newer 

treaties tend to provide, and how those protections differ from Japan’s older treaties. 

In short, Japan’s newer treaties tend to provide a similar core of  protections, 

although there are some important differences among them, while Japan’s older 

treaties are more fundamentally varied.  

• Then I will describe and provide high-level commentary on the current ICSID 

cases involving Japanese investors: JGC v. Spain and Eurus Energy Holdings et al. v. 

Spain. In particular, I will explain the importance of  ECT in allowing these investors 

to bring these claims, in light of  the jurisdictional hurdles that other claimants 

against Spain have faced due to their largely European origins.  

• Finally, I will provide my views as to the future of  investor state dispute 

settlement involving Japanese investors, as important new multi-lateral treaty 

instruments (such as the trans pacific partnership agreement and the EU-Japan free 

trade agreement) loom on the horizon. The key questions I will examine are whether 
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Japanese investors are likely to become more active in investor state dispute 

settlement, and what factors will tend to influence the degree to which Japanese 

investors become more active.  

 
[Short Bio of  the Speaker] 

Lecturer, Kobe University Faculty of  Law (Japan, from 2016) 
[Legal Employment] Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Tokyo, Japan (Associate, 2014 - Current); 

Cravath, Swaine & Moore LLP, New York, NY (Associate, 2011 – 2013);  Sojitz Corporation of  

America, New York, NY (Legal Intern, 2010 – 2011) 

[Education] Stanford Law School (Stanford, CA), Juris Doctor, 2010 Managing Editor, Stanford Journal 

of  International Law;  

[Recent Arbitration Experience] 

• a Japanese energy company in treaty claims relating to its investments in the 

renewable energy sector. Should the matter proceed to arbitration, it would 
be only the third ever investment-treaty arbitration commenced by a Japanese company; 

• a Southeast Asian State in an UNCITRAL investor-State arbitration commenced by a dual-

national individual and associated company, involvingnovel public international law issues and a 

claim for moral damages. The claimants are seeking the re-opening of  issues considered in a 

previous arbitration, raising issues of  res judicata; and 

• a leading Japanese technology firm in an ICC arbitration (Zurich seat concerning the supply 

of  software to a national police force. 
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個別研究報告［セッションA・第２報告］ 
2016年11月12日 

「米国における建設ＡＤＲ」 
小倉 隆（大成建設・次長） 

米国は、建設大国である。米国の建設市場規模は約１２０兆円であり、我が国

の建設市場の２倍以上の規模である。かつて、同国の人口が約2億4千万人の時代、

同市場の規模は約８０兆円で、我が国およびEUの市場とほぼ同規模と言われていた

が、現在、米国の人口は３億人を突破し、建設市場も成長を続けている。 

米国は訴訟社会として有名である。訴訟の専門家である弁護士数は全米５０州

で１００万人を超えている。大企業をクライアントとする一流弁護士は勿論、普通

の弁護士も「タイム・チャージ」ベースで時間単価Ｘ稼働時間数で計算される報酬

を受け取ることを基本としている。一方、勝訴した場合に勝訴金額の一部割合を受

け取る「成功報酬」ベースで受任する弁護士も多い。後者の弁護士の中には、報酬

を得るために積極的に依頼者に働きかけてケースを作る者もいる。そのような例と

して、米国海軍の元水兵達を原告、東京電力を被告とする訴訟がある（Coopers et 

al v. Tepco）が、この報告の題目とは関連がないので、同訴訟については別の機会

に研究・発表したい。 

米国では、連邦憲法修正第７条により、訴額２０ドルを超える民事裁判につい

て、陪審裁判を受ける権利が保証されている。私人間の契約書に「陪審裁判の放棄」

条項が規定されることもあるが、裁判所において、このような条項が有効とされる

場合は高度に技術的・専門的紛争（例えば、特許紛争）に限定されている。 

建設紛争の内容は技術的であり、素人の陪審員にはわかりにくい事項が多い。

しかしながら、米国の裁判所が、建設紛争において陪審裁判を受ける権利を否定し、

陪審員抜きの裁判を行った例は耳にしない。 

建設工事の発注者や請負者にとっては、一般市民から無作為に選出された素人

の陪審員による評決（Verdict）によって、「工期遅延の責任問題」や「追加工事費

の妥当性」といった専門的な判断してもらうことはリスクが高い。また、陪審審理

国際商取引学会･全国大会2016 !3



においては、弁護士費用に加え、素人向けプレゼンテーションのコンサルタント費

用等も余分にかかる。 

また、全米の州裁判所（例えばカリフォルニア州の裁判所）は、各裁判官の抱

えている事件数が多く、裁判所の負担が重いため、係属件数を減らしたがっている。

このような当事者の要望および裁判所の実態、という双方の事情から、建設工

事紛争については、裁判に代替する私的紛争解決制度であるＡＤＲ（Alternative 

Dispute Resolution）が発達してきたものと推察される。 

ＡＤＲの代表的なものは、仲裁（Arbitration）および調停（Mediation）であ

る。 

仲裁（Arbitration）は、専門的な知見を有する仲裁人（Arbitrator）による仲

裁判断（Arbitration Award）により紛争を最終的に解決することを目指すシステム

である。米国では、米国仲裁協会（American Arbitration Association）やJAMS等

の仲裁機関が活発にサービスを提供している。 

米国における建設契約は、発注者が公共事業体や学校の場合、最終的紛争解決

手段は訴訟による、とされているものが多い。しかし、発注者が住宅開発業者等の

民間企業の場合は、最終的紛争解決手段は仲裁による、とされているものが多い。 

一方、調停（Mediation）は、裁判の代替手段のみならず、仲裁（Arbitration）

の代替手段としても利用されている。 

裁判または仲裁、いずれの場合であっても、最終判断（訴訟の場合は判決、仲

裁の場合は仲裁判断）まで戦い続けると、当事者双方の弁護士費用負担が重いので、

実際に証拠開示手続きや審理が開始されてから、調停が合意される場合が多い。 

米国の建設紛争の専門家は、案件によって、仲裁人になったり調停人になった

りすることが多い。しかしながら、調停人は”Without Prejudice”ベースで当事者か

ら秘密情報を聞いて調停を行う。秘密情報を聞いてしまった調停人が、同じ案件で

と仲裁人となることは、当事者主義（Adversary System）に反するとされる。但し、

両当事者が合意すれば同じ案件で調停人と仲裁人と兼務することも認められる。中

国では、調停人と仲裁人とが兼務する”Arb-Med”や”Arb-Med-Arb”があると聞いて

いる。当事者主義（Adversary System）の建前をとらず、弁護士秘匿特権を認めず、
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合目的的に紛争解決のスピードを重視すれば、中国の方式が有効なのかもしれない。

建設調停紛争は、大規模かつ複雑な案件の場合、数回の審理が開催されること

もあるが、一回（２日間程度）で決着することが多い。 

まず調停が開始されると、オープニング・セッションにおいて、調停人が両当

事者に手続およびスケジュールが説明される。調停人は、秘密の秘匿を約束する。 

次に、当事者は各々別室に分かれ、調停人は一方当事者の部屋へ行って当事者

の主張をきく（このセッションは、“exploitation” と呼ばれる）。このセッション

において、調停人は両当事者の部屋を何回も往復することになり”shuttle”と評され

る。 

調停人が和解の感触をつかむと、次のセッション”bargaining”に移行する。こ

のセッションにおいても、調停人は両当事者の部屋を「シャトル」することになる

が、この間行われるのは、和解に向けて調停人が主導する交渉である。調停人は、

各当事者に、おかれているポシションおよび和解せずに訴訟・仲裁を継続した場合

のリスクを説明する。学校の建築工事契約の請負者が、発注者に追加工事代金の支

払いを求めている案件を例にとろう。調停人は、発注者に追加工事代金を払わなけ

れば、訴訟や仲裁で敗訴するリスクを説明する。一方、請負者に対しては、追加工

事代金請求金額が過大であれば、発注者は訴訟または仲裁で、弁護士費用をかけて

防御を行うであろうことを伝える。 

当時者が、調停人に説得されると両者のギャップは段々小さくなっていき、調

停が成功すれば、ギャップはなくなる。上記の例でいえば、発注者は一定額の追加

工事代金を支払うことを認め、請負者は同じ金額を受領することで請求を取り下げ

ることに同意する。この段階が、”conclusion”である。双方の弁護士が、和解契約

を作成し、両当事者がサインすれば和解成立である。 

最近、建設調停は、米国以外の国における国際建設紛争でも利用される例が増

えている。 

国際仲裁は弁護士費用が掛かり過ぎるという難点が指摘されているが、仲裁を

停止して調停に移行すれば、かかる難点は解消される可能性がある。もっとも、両
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者が合意しなければ調停は成立しない。その時は、仲裁を再開するので、調停のコ

ストは余計にかかることも有り得る。 

世界で最も有名な国際建設工事契約約款であるFIDIC約款では、1999年版にお

いて、仲裁に付託する前に紛争解決委員会（Dispute Board）に紛争解決を委ねるシ

ステムを採用した。紛争解決委員会の裁定は”non-binding”である点、調停と共通

点がある。 

いずれにしても、建設工事には紛争が常にある。より少ない費用負担で迅速な

紛争解決システムが国際建設契約の当事者によって希求されており、調停は、それ

に応えられるシステムであるといえよう。 

 

【報告者紹介】 

1983年　東京大学法学部卒、大成建設㈱入社、法務部に配属（国際担当）。国際部門に所属、主に

契約・国際法務業務に従事。2002年、ニューヨーク州弁護士登録。2005～2008年、カリフォルニア

州駐在（大成ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ法務部長）。2011年5月、海外建設協会、日本コンサルティングエンジニア

協会、JICAの三者共同主催の建設契約セミナー（東京）にて講師。2012年5月、JICA主催のMoot 

Dispute Board（於ジャカルタ）に出演。2012年11月、土木学会セミナー「国際建設マネジメント

論」講師（東京）。2013年4月（～2015年3月）、海外建設協会・契約管理研究会座長。2014年10

月、IBA東京大会 調停セッションのパネリスト（2014） 
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個別研究報告［セッションB・-第１報告］ 
2016年11月12日 

「中国における不動産投資信託（REIT）の実務進展
及び法的問題――日本法やアメリカ法との比較」 

段　磊（名古屋商科大学・専任講師） 

一　中国における不動産投資信託の現状及び問題点 

　不動産投資信託（real estate investment trust、以下「REIT」という）とは、

投資家から集めた資金をオフィスビルなどの収益不動産で運用し、賃貸収益や売却

益などを配当金として投資家に分配する集団投資スキームである。このような集団

投資スキームは1960年にアメリカで誕生し、1971年にオーストラリアで制度化され

た。日本では、2001年3月に、不動産投資信託（以下「J-REIT」という）市場が東

証に初めて開設された。 

中国においては、2005年から2008年にかけて、REIT制度の導入に向けて活発

な議論がなされた。しかし、中国の金融規制機関は、2008年の金融危機から影響を

受けて、REIT制度の導入に対して強い懸念を抱いていた。ところが、2014年以後、

中国ではREITを解禁する動きが広がっている。このような背景において、中国の不

動産大手企業は「REIT商品」の発行を試みた。例えば、最大手2社（万科と万達）

は、自社の不動産を原資産とする「REIT商品」を発行した。しかし、これら商品は、

本当の意味のREITといえるかどうかには疑問が残る。 

本稿は、REIT分野の先進国である日本やアメリカのREIT制度との比較に着目

し、REIT制度の存否の判断基準を明らかにした上で、中国のREIT制度における特

有の法的問題に焦点を当てて、その解決策を模索することを目的とする。 

二　日本の不動産投資信託の要件 

　1　仕組上の要件 

　ある国に不動産投資信託が存在するかどうかを判断する際に、まず見るべき

は、この国の投資信託を規制する法律である。例えば、日本の投資信託を規制する
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法律は、「投資信託及び及び投資法人に関する法律」（以下「投信法」という）で

ある。同法は、平成12年に「証券投資信託及び証券投資法人に関する法律」から改

正された法律であり、同改正によって、従来、主として有価証券とされていた運用

対象の範囲が不動産等へと拡大された。この法律は、まさにJ-REITの根拠法である 

投信法は、J-REITのために、信託型（狭い意味の不動産投資信託）と会社型（不

動産投資法人）という2種類の組織を提供しているが、信託型は日本の実務でほんと

んど利用されていない。例えば、2016年9月現在、東証で上場されている56社のJ-

REITは、いずれも会社型である。 

（1）会社型のみが日本で利用される理由としては、そもそもREITが株式会社

のような事業法人の性格を備えている点が挙げられる。例えば、投資法人における

資産運用状況の監視機能として投資主総会や役員会を設置して投資主ガバナンスを

確保すること、投資主に株式会社の株主と同様の権利を付与することなど、信託型

にはない仕組みが施されている。（2）もちろん、会社型J-REITには一般の事業会

社と異なる特徴もある。いわゆる外部運用・管理型の仕組みである。つまり、投資

法人は、本店以外に営業所を設けたり従業員を雇用したりすることができず、資産

の運用や資産の保管などの業務は外部のサービス業者に委託することを義務付けら

れているため、資産の集合体としてのヴィークルになる。 

以上の2つの特徴は、J-REITの仕組上の要件である。 

2　税制上の要件 

J-REITは、集団投資スキームの性格も持っている。集団投資スキームの課税に

ついては、投資ヴィークルとしての特殊な性格に照らして、税制上の様々な「課税

の特例」が設けられている。例えば、平成12年度税制改正は、「租税特別措置法」

（以下「措法」という）に第67条の15を新設し、投資法人のうち一定の要件（導管

性要件）を満たすものが支払う利益の配当の額については損金の額に算入すること

を認めた。J-REITはこの特典により、法人税と投資主に対する所得税の二重課税を

回避することが可能となる。J-REITの導管性要件は、①持分保有要件、②非同族会

社要件、③資産要件、④支配禁止要件及び⑤配当要件の5つに大別される。これは、

J-REITの税制上の要件である。 
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三　アメリカの不動産投資信託の要件 

　1　仕組上の要件 

　1.1　会社型US-REITと信託型US-REIT 

US-REITの組織については、当初信託型（ビジネス・トラスト）しか認められ

なかった。しかし、ビジネス・トラストの法的内容の不明確性を理由に、1976年の

法改正によって、会社型（株式会社）が認められることになった。現在では、上場

US-REITは約8割が株式会社の形態を採っている。US-REITの仕組上の要件について

は、各州の会社法またはビジネス・トラスト法などの組織法に委ねている。現在、

上場US-REITの大半は、メリーランド・コーポレーションまたはメリーランドREIT

を採用しているため、US-REITにとっては、メリーランド会社及び団体法が重要な

根拠法となる。 

1.2　内部運用・管理型の仕組みに対する認容 

　US-REITの組織は、信託型と会社型の選択制であるが、上場US-REITの約78%

は、各州会社法に基づく株式会社を利用している。会社型J-REIT（投資法人）と会

社型US-REIT（株式会社）との違いといえば、前者は、外部運用・管理型の仕組み

のみを採用しているのに対して、後者は、外部運用・管理型と内部運用・管理型と

のいずれかを選択することができる。2014年10月現在、上場US-REITの約78%は内

部運用・管理型の仕組みを採用している。この点は、両者間の最も顕著な違いであ

る。 

2　税制上の要件 

US-REITは内国歳入法を根拠法とし、税制上の要件を充足することにより導管

性を享受できる。税制上の要件は、①持分保有要件、②非同族会社要件、③資産要

件、④収入要件、⑤支配禁止要件及び⑥配当要件に分けられる。ただし、US-REIT

の規制は、ほぼすべての面でJ-REITの規制より厳しい。 

四　中国の「REIT商品」に対する分析 

1　万科による「鵬華前海万科REITs」 

2015年6月、万科は、認可を得たうえで、「鵬華前海万科REITs」という商品

を発行し、さらに深セン証券取引所に上場させた。中国では、この商品について「中

国初の公募REITs」として大いに報道されたこともある。しかし、その仕組みや当
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事者の権利・義務などについて分析した結果、この商品は、日本やアメリカで利用

されているREITと異なる点が多く、実際は中国の「証券投資基金法」に基づいた証

券投資信託であるにすぎない。 

2　万達による「穏賺1号」 

2015年6月、万達は、オンライン決済サービス会社と手を組んで、「穏賺1号」

という商品を発売した。その宣伝によると、この商品は、3年後REITとして上場申

請の計画があるため、この段階で準REITと呼ばれる。しかし、この商品は、仕組み

の設計から税制上の特徴まで、ほぼすべての点で日本やアメリカのREITと大きく異

なっている。その狙いは、万達がクラウドファンディングで商業施設の建設資金を

調達することにあるが、REITまたは準REITとまではいえない。 

五　中国におけるREIT制度確立の方向性 

　以上の2つの商品は実質的にはREIT商品とは言い難い。その理由としては、

次の2点があると考えられる。まず、中国の投資信託を規制する法律にはREITを認

める余地がない。中国の投資信託を規制する法律は「証券投資基金法」である。同

法1条は中国の投資基金（投資ファンド）の投資範囲を有価証券に限定しているため、

不動産等への投資が禁止されている。次に、中国の税法にはREITの優遇措置が1つ

もない。したがって、現在、中国ではREIT制度が導入されていない状態にある。 

　今後、中国においてREIT制度を確立するには、まず投資基金の投資範囲を「有

価証券」から不動産を含めた幅広い資産に拡大することが必要である。そのうえで、

仕組上の要件と税制上の要件という2つの問題点を解決していかなければならない。 

 

【報告者紹介】 

1983年中国湖北省生まれ。2009年7月北京大学法学研究科修士課程を、2011年3月東京大学法学政

治学研究科修士課程を、2016年3月同大学院博士課程を修了、博士（法学）特別優秀賞を受賞。2016

年4月より名古屋商科大学商学部　専任講師。主な研究分野としては、現在、「不動産投資信託

（REIT）」、「企業の買収・再編（M&A）」といったテーマの研究に取り組んでいる。修士・博士

課程在学中には日中両国の大手法律事務所で法律の実務に携わる経験がある。 
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個別研究報告［セッションB・-第２報告］ 
2016年11月12日 

「新たな犯罪収益移転防止法制に対する提言～前提
犯罪の拡大に伴う法制度の再編」 
花木 正孝（近畿大学・准教授） 

Ⅰ　はじめに 

本年10月1日、改正犯罪収益移転防止法－犯収法の施行により、わが国のマネー

ロンダリング防止体制－AML体制は新たな段階に入る。本報告は、改正後の新たな

体制を踏まえ、特定事業者とりわけ金融機関でのAML実務を中心に、以下の3点を

報告するものである。 

1.わが国のAML体制と実務上の問題点 

2.世界的なAML体制の趨勢－前提犯罪の拡大 

3.わが国AML関連法制の整理再編提言 

Ⅱ　わが国のAML体制と実務上の問題点 

１． わが国のAML体制－犯罪収益移転防止法改正 

2014年6月27日付きの金融活動作業部会－FATFによる対日声明は、わが国政

府にとって極めて衝撃的な内容であった。同声明の内容は、①2008年10月に公表さ

れた、わが国に対するFATF第3次相互審査報告書における指摘事項の改善が進んで

おらず、②未だAML法制の整備が不十分な状態であるのに加え、③わが国金融機関

の顧客管理体制も甘く、④資金洗浄やテロ資金への流用が懸念される為、わが国は

迅速に改善対応する必要があるというものであった。これらの対応が進まなければ、

FATFの指定するAMLに非協力的な高リスク国と見做される恐れがあると判断した

政府は、既に前年6月に設置していた「マネーロンダリング対策等に関する懇談会」

国際商取引学会･全国大会2016 !11



の2014年7月17日付きの報告書を受け、直ちに犯収法の改正に着手し、2015年9月

18日に改正犯収法を公布し、本年10月1日施行されることとなった。 

改正のポイントは、以下の4点である。 

1.取引時確認事項の厳格化 

2.疑わしい取引報告制度の改善 

3.銀行等の特定事業者内部管理体制の体制整備 

4.コルレス契約締結時の確認の義務化 

２．わが国のAML実務の問題点 

現在、わが国のAML関連法令は、改正犯収法、外国為替及び外国貿易法－外為

法、内国税に係る調書提出制度法－調書提出法の3つである。ところで、これら3つ

の法令は、それぞれの目的に応じて取引時確認または本人確認の対象取引及び確認

手続きを定めており、法令間の整合性がない。この為、例えば同額の取引でも、法

令により、取引時確認や本人確認の要否が分かれる等、確認手続きの煩雑化によっ

て、金融機関役職員の規定不知、顧客への説明不十分による金融機関店頭でのクレー

ム発生等、現場の混乱を招いている点を指摘したい。 

Ⅲ　世界的なAML体制の趨勢－前提犯罪の拡大 

1980年代に麻薬汚染の国際的な広がりへの対応として、その必要性が認識され

たAMLは、1988年の「麻薬及び向精神薬の不正取引の防止に関する国際連合条約」

において、薬物犯罪を前提犯罪としてスタートした。1989年のFATF発足、翌1990

年の「（旧）40の勧告」策定は、AMLに関する初の国際基準であり、AML関連国

内法制の整備や、金融機関による顧客の本人確認及び、疑わしい取引報告等の措置

を求めるものであった。 

1995年のハリファクス・サミットでは、組織犯罪の国際的な広がりへの対応と

して、前提犯罪を従来の薬物犯罪から重大犯罪に拡大することが決定され、1998年

のバーミンガム・サミットで、各国にAML情報を一元的に集約し、整理・分析して

捜査機関等に提供するFIUを設置することを合意され、AML体制が強化された。 
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2001年9月11日の米国同時多発テロ事件の発生を受けた、同年10月の「8（そ

の後9に改訂）のテロ資金に関するFATF特別勧告）」により、前提犯罪にテロ資金

供与まで拡大した。更に2012年の「（旧）40の勧告」と「9の特別勧告」を一本化

した、「（新）40の勧告」では大量破壊兵器の拡散や、公務員に係る贈収賄や公務

員による財産の横領等の腐敗も前提犯罪に加わった。 

2013年のロック・アーン・サミットにおいて、「法人及び法的取極めの悪用を

防止するためのG8行動計画原則」が合意された。「法人及び法的取極めの悪用」と

は、具体的には租税回避（脱税行為）が念頭にあるとされる。更に2016年5月27日

のG7伊勢志摩サミットにおいても、昨今のパナマ文書問題に象徴される租税回避疑

惑を受けて、首脳宣言の租税及び、その透明性に関する部分に「法人及び法的取極

の実質的所有者の透明性の改善は，腐敗，脱税，テロリストへの資金供与及び資金

洗浄のためにこれらの主体や取極が悪用されることを防止するために極めて重要で

ある。」との文言が盛り込まれた。この様に、FATF発足当初には麻薬取引に限定さ

れていたAMLの前提犯罪は年々拡大されており、FATF加盟国を始め、各国は拡大す

る前提犯罪に対応する包括的なAML体制の構築に迫られている。 

Ⅳ　わが国AML関連法制の整理再編 

対象取引が内国／外国為替取引に関わらず、また前提犯罪が、犯収法が対象と

する「マネーロンダリング対象の重大犯罪」、外為法が対象とする「国際的な経済

制裁措置の遵守」、及び調書提出法が対象とする「租税回避防止」に関わらず、AML

の目標、整備すべき体制は本来同一である。これらを踏まえ、AML関連法制の整理

及び再編を提言したい。 

具体的には、以下3点の必要性を指摘したい。 

1.外為法、調書提出法における本人確認に関する規定を、改正犯収法に取り込む 

2.調書提出法については、第二章（国外送金等調書提出規定）を犯収法に移管 

3.調書の提出先は従来通り国税庁とするが、最終的に警察庁に提出する規定とする 
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上記規定を整理再編することにより特定事業者、とりわけ金融機関は改正犯収

法で追加されたAML実務に関する人材育成－教育研修の強化、体系化をよりスムー

ズに行え、わが国全体のAML体制強化に資すると思われる。 

Ⅴ　おわりに 

2019年10-11月に実施、2020年7月に結果の公表予定のFATF第4次相互審査に

向けて、わが国のAML体制の強化は重要であり、改正犯収法に関する人材育成－教

育研修は必須である。加えて、第4次相互審査以降も、引き続き、特定事業者の人材

育成－教育研修を始めとした管理体制強化を求められると予想される。これを見据

え、簡素で統一性のあるAML体制を検討するべきと考える。 

 

 

【報告者紹介】 
[略歴]　1989年4月 住友銀行（現三井住友銀行）入行；2015年3月 三井住友銀行退職（グロー

バルサービス推進部部長代理）；2015年4月 近畿大学経営学部准教授 

[研究テーマ] 銀行外国為替業務（具体的には、以下の３つを研究課題としている）1） 貿易取引の

電子化等、資金決済方法／ファイナンス手法の高度化 

2） 貿易取引における為替リスクや売掛債権回収リスクのヘッジ手法の高度化 

3） マネーロンダリング防止等、外国為替コンプライアンス上の課題 

[過去の報告等] 国際商取引学会年報 第16号「改訂ISBPが荷為替手形の書類点検に与える影響」，

2014年4月；同 第18号「請求払保証取引へのTSU-BPO(URBPO)活用提言」，2016年6月 

。 
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個別研究報告［セッションC・-第１報告］ 

2016年11月12日 

「外国判決の承認・執行に関する中国の現状と改革
の動向」 

馮　茜（大阪大学・博士後期課程） 

外国判決の承認・執行は国際的な商事紛争当事者の救済を受ける権利を保障し、

安定的な国際貿易環境を作るための重要な法制度である。中国経済は1980年代から

急速に発展し、中国は世界トップの国際貿易大国の１つになった。その一方で、民

事訴訟法における外国判決承認・執行の審査制度には、様々な問題が存在している。

　現行中国民訴法282条によれば、法的効力を生じた外国判決の承認・執行は、

①中国締結・参加している国際条約・二国間協定若しくは中国との「互恵関係」、

②外国判決が中国の法律原則、国家主権、安全及び社会利益に反しないことの二段

階で審査される。①が充足されてはじめて②の審査が始まる。このような規定によ

ると、条約等がある場合、各条約に規定している間接管轄要件や敗訴当事者を合法

的に呼び出したことなど承認・執行要件に従って審査を行うことができるが、条約

等がない場合、具体的な承認・執行要件が不明確であり、前提要件とする「互恵関

係」の内容についても必ずしも明らかではない。これらの制度上の不備に伴い、中

国の外国判決の承認・執行裁判実務においても、承認・執行審査が空洞化し、判決

文の送達方式や互恵関係の有無という形式面が重視されすぎるという問題が生じて

いる。特に、「互恵関係」の確立について、互恵事実説という厳しい判断基準が採

用され、外国判決の承認・執行を大きく阻害している。この状況は中国の国際貿易

の発展と著しく乖離しているともいえよう。 

　このような現状に対して、中国の学界や実務界では、要件を明確化し、外国

判決を容易に承認・執行できるような制度のあり方が広く議論されている。中国国
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際私法学会民事訴訟専題研究委員会は2016年に外国判決の承認・執行の手続と要件

を明確化する『中国国際民事訴訟原則と規則：外国裁判所判決の承認と執行「建議

稿」』（判決建議稿）を起草した。また、条約等が存在しないにも関わらず、外国

判決の承認・執行を認めた判決の増加傾向もうかがえる。さらに、シルクロード経

済圏における司法共助に関する司法解釈『人民法院が「一帯一路」建設のために司

法サービスと保障を提供することに関する最高人民法院による若干の意見』（「一

帯一路」意見）6条にも、送達、証拠の取調、及び外国判決の承認・執行などを含

む国際司法共助一般について、中国が積極的に司法共助協定の締結を推進すること、

協定がない場合には積極的に互恵関係の形成を促進することを規定している。 

　本報告では、財産関係判決を中心に、中国の外国判決の承認・執行に関する

立法及び実務上の現状及び改革の動向を検討したい。報告は三部からなる。第一に

2012年改正民事訴訟法、及び2015年民訴法解釈などを含む現行法規定や、学説及

び判例の検討を通じて各要件を分析し、中国における外国判決の承認・執行の現状

を概観する。第二に、現状における問題点を指摘、分析する。最後に、学説上の議

論、「判決建議稿」の概要、及び「一帯一路」意見などを紹介し、この問題をめぐ

る最新の議論状況及び課題を検討したい。 

 

 

【報告者紹介】 

大阪大学大学院法学研究科博士後期課程3年、国際私法専攻。2011年に中国中央民族大学法学部を卒

業後、2012年4月に大阪大学大学院法学研究科博士前期課程に入学。2014年3月に修士号を取得し、

同年4月に博士後期課程に入学。現在に至る。 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個別研究報告［セッションC・-第２報告］ 
2016年11月12日 

「米国における反トラスト法をめぐる 
抵触法上の問題」 

西岡 和晃（同志社大学・博士後期課程） 

反トラスト法（競争法）は，カルテルなど，市場における公正かつ自由な競争

を制限する行為（競争制限行為）を禁止している。反トラスト法の執行手段として

は，競争当局による排除措置命令や課徴金納付命令などの公的執行と，公的執行を

補完するものとして，競争制限行為に対し，損害賠償などの私法上の救済を求める

民事訴訟ないし請求（私的執行）（以下，「競争請求」という）がある。近時，競

争請求は，従来活発であった米国以外の国においても活用されつつあり，とりわけ，

EUにおいては，競争請求をめぐる法制度が整備されつつあることもあり，競争請求

が活発化している。 

　本報告では，米国における競争請求をめぐる抵触法上の問題について考察す

る。というのも，米国反トラスト法が競争制限行為の被害者に対し，3倍額賠償を認

めることから，米国における競争請求への対応は，実務上重要な問題の一つと思わ

れるからである。 

　米国における議論の焦点は，従来，米国反トラスト法の適用範囲，すなわち，

米国の事物又は立法管轄がどこまで及ぶかに当てられている。具体的には，米国反

トラスト法の適用範囲が1982年外国取引反トラスト改善法（以下，「FTAIA」とい

う）により制限されるため，FTAIAの解釈が問題となる。FTAIAの解釈については，

現在のところ，2004年の連邦最高裁Empagran判決が一定の指針となっている。同

判決以降，連邦最高裁はFTAIAの解釈について判断していないが，連邦巡回区控訴

裁判所レベルにおいては，FTAIAの解釈について幾つかの判決が下されている。本

報告では，Empagran判決以降に下された判決を取り上げ，FTAIAの解釈をめぐる

議論の現況を紹介する。もっとも、米国反トラスト法の適用範囲に関する問題が従
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来議論の中心であったが，本報告では，近年，多くの議論がある，FTAIAが作用す

るレベル（FTAIAが事物管轄を制限するか，実体法上反トラスト法の適用範囲を制

限するか）の問題を中心に扱う。 

　本報告では，まず米国反トラスト法に関する裁判制度の基本的構造を概観し，

その後，FTAIAの解釈に関する最近の議論の動向を考察する。なお，競争請求につ

いては，反トラスト法のもう一つの主要な執行者であるEUにおける議論も重要であ

るため，本報告では米国との対比において簡潔に言及する。 

 

 

【報告者紹介】 

　2014年4月　同志社大学大学院法学研究科　博士課程（後期課程）入学 

[主な研究業績] ①「競争法事件における国際裁判管轄原因としての不法行為地」同志社法学371号

（66巻4号）（2014年）49－115（985－1051）頁; ②「競争法違反に基づく損害賠償請求－EUお

よびスイスの法制度の検討－」国際商事法務43巻5号（2015年）707－714頁; ③「競争制限行為の

準拠法－EUおよびスイスにおける議論からの示唆」国際私法年報17号（2016年）157－179頁; ④

「競争請求に関する外国判決の承認および執行」日本国際経済法学会年報25号（2016年10月公刊予

定 
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個別研究報告［セッションA・第３報告］ 
2016年11月12日 

「非流通運送書類の選択要因モデルと多文化の影響
について」 

長沼健（同志社大学商学部・准教授） 

本研究の目的は、国際海上運送における非流通運送書類（サレンダーB/L

（Surrender Bill of Lading）と海上運送状（Sea Waybill））の使用率が地域や国

で異なることを示した上で、企業がそれらを選択する際に影響を与える要因を考察

することにある。ここでは特に国際商取引における商慣習の普及や固定化に影響を

与える文化要因（Cultural Factors）に着目する。 

近年、日本をはじめとするアジア近海の海上輸送では、非流通運送書類（Non-

negotiable transport document）としてサレンダーB/Lが広く活用されている（合

田、2006；金、2008；古田，2009；蒋，2009；長沼，2009，2015；石原・合田，

2010；藤田，2010；戸塚、2011；西口，2014）。サレンダーB/L とは、運送人が

運送品の積地（Loading Port）において荷送人から船荷証券を回収し、荷受人が揚

地（Discharging Port）で船荷証券を呈示することなく荷物を受取るという商慣習

（実務慣行）を指している（もしくはそこで使用される船荷証券のコピーそのもの

を意味することもある）。この運送書類は、船荷証券のように法律や国際条約で規

定されている訳ではないが、アジアを中心に実務で頻繁に活用されている（長沼、

2015）。一方で、北米や欧州では非流通運送書類として海上運送状が使用されてい

る（Tetley、1983；Todd、1987；新堀、1991；Grönfors、1991）。これはサレ

ンダーB/Lとは異なり国際規則（「海上運送状に関するCMI統一規則（CMI 

Uniform Rules for Sea Waybills）」）や国際条約「ロッテルダム・ルールズ」

（United Nations Convention on Contracts for the International Carriage of 

Goods Wholly or Partly by Sea；「その全部又は一部が海上運送である国際物品運

送契約に関する条約」）で規定された運送書類となっている。 
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それでは、なぜサレンダーB/Lの多くはアジアで使用されているのか。つまり、

地域によって同じ非流通運送書類（サレンダーB/Lと海上運送状）が使い分けられて

いる理由とは何なのか。この問題について先行研究では十分に議論されてこなかっ

た。そこで、本研究ではサレンダーB/Lと海上運送状との使い分けが起こる要因を考

察しそのモデルを構築する。ここでは特に文化要因（文化分類の指標である「コミュ

ニケーション様式（Hall，1976）」と「個人主義指標（Hofstede et.al.，1995，

2013」の次元）に着目した上で、サレンダーB/Lの選択に文化要因が影響を与える

可能性について説明する。次に、以上の議論を踏まえた上で、その他の要因（法律

要因や実務要因など）を含めた非流通運送書類の選択要因モデルを提示いく。 

 

 

 

【報告者紹介】 

日本大学博士前期課程商学研究科（1997）；同博士後期課程 商学研究科（2002単位取得）。博士（商

学） 同志社大学 2014；修士（商学） 日本大学 1997。 

[主要論文]『貿易取引の電子化』の普及とそれを阻害する要因についての研究 長沼健 国際商取引学

会年報 8 122-129 2006；The Diffusion of the Sea-Waybill and the Progress of e-Trade Ken 

Naganuma The Journal of Korea Research Society for Customs 7 3 2006；サプライチェーン・

セキュリティ・プログラムの普及とe-Tradeの進展 長沼健 日本貿易学会年報 43 232-240 2006；『貿

易取引の電子化』の概念とその普及理論に関する研究 長沼健 国際商取引学会年報 9 63-72 2007；

電子海上運送状（e-SWB）の普及について」 長沼　健 同志社商学 59 3+4 69-83 2007 
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個別研究報告［セッションA・第４報告］ 
2016年11月12日 

「拡大するessDOCSの電子貿易取引と電子海上運送
状活用の提言」 

檜垣 拓也（MUビジネスサービス・部長代理） 

プラットフォームビジネスの電子貿易取引は1990年末に始まったBoleroが著

名だが、2005年に地中海のマルタ島に、電子船荷証券の普及を主な目的とした民間

プロバイダー：essDOCS(エスドックス㈱。以下、同社)が設立された。同社はタン

カーを初めとする、各種の運送形態に即した電子船荷証券を含む電子船積書類の取

扱いを推進、その後SWIFTと提携し、２つの貿易金融ソルーションおよびTSU/BPO

取引を絡めた一貫電子処理ソルーションを開発・実稼働させた。（ソリューション

とは、“提供する情報システム”のこと。） 

CargoDocsと呼ばれるこれら同社のソルーションの利用者数は本年９月現在、

世界73ケ国4,100社を超え、直近１年間で1,300社増加した。その業種もトレーダー、

メーカーを初めとし各種船会社、金融機関、税関その他、広範囲に渡る。また、そ

の法的フレームワークの“DSUA”(Databridge Services & Users Agreement)は、準

拠法が主に英国法のマルチラテラルな契約である。一方、Boleroと比べると例えば、

電子船荷証券の権原登録の仕組みを持たず証券所有者がその支配権を持ち、譲渡は

裏書と“もの自体”の引渡しで実行される、などの違いがある。 

　ちなみに上述の同社の貿易金融ソリューションは、①電子信用状に基づき作

成された電子船積書類を銀行へ呈示する“eUCP Presentation”、②電子船積書類に

よる銀行経由の取立てを行う“eDocumentary Collection”、及び③SWIFTと開発し

た、TSU/BPO取引を含む一貫電子処理の“BPO+”の３種類である。 
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昨年４月、世界最大の豪州鉱業会社から米国穀物メジャーに対する鉄鉱石の輸

出取引で、上記の一貫電子処理のソルーション(“CargoDocs BPO+”)が初稼働した。

本発表ではこのソルーションで作成済み電子船荷証券が一旦、“電子エスクロー”で

保持され、TSU/BPO取引のフローで、輸出者と輸入者の間で同意した商品発注書デー

タに船積みデータが合致した段階で電子船荷証券が輸入者にリリースされる、とい

う特徴、及び取引当事者毎の利用メリットを説明する。同社のコーポレート・ウェ

ブサイトでは、本取引では船積後に一旦、電子エスクローに保持されていた電子船

荷証券が、実際にTSU照合レポートが生成されたその翌日には早くも輸入者にリリー

スされた、と説明されている。 

　最後に、国連の利用勧告他で海上運送状の世界的な利用推進が期待される中、

まず海上運送状の特徴と利用度合いを説明、次に船荷証券と比較した電子化の容易

性、利用メリットを述べた上で、利用推進上の課題である現状の限定的な法制面と

国内の法制充実化の動きを説明する。その上で、TSU/BPO取引の貿易金融機能をさ

らに向上し、その利用の拡大に向け、このCargoDocsBPO+に電子海上運送状を用

いて、銀行が荷為替信用状取引の如く“商品を一旦、担保に取る”手法の検討を提言

する。これは、荷受人を“BPO負担銀行”（通常、輸入者取引銀行）とした電子海上

運送状を発行し、輸出入者間で同意済の商品発注書データに船積データが合致した

段階で、同銀行が運送人に対して、輸入者への“荷物引渡指図”をデータで発信する。

そして運送人が荷受人の同一性を本人を証明できるもので確認の後、商品を引渡す

というものである。尚、本手法ではその利用契約書に“海上運送状の準拠ルール：

CMI規則の第６条(運送品処分権) への対応要領”を盛込む必要性がある。 

もとより上記DSUAには、運送書類の条項に（運送人等の）電子受取証につい

ての説明があり、essDOCSへの筆者照会に対しても、「日々実際の取引があり、船

荷証券と異なり通常の電子船積書類と同様に取扱いできる」との回答であった。今

後さらに、上記の提言に対する“プラットフォームビジネスとしての有意性の有無”

を照会し、実効性を探ることとしたい。 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【報告者紹介】 

1980年に㈱東京銀行へ入行、以降MUFGに至るまで、外国為替業務、貿易取引のキャッシュマネジ

メントサービスの開発や営業推進、他に従事。この間、MOF外郭団体の 財）金融情報システムセン

ターへ出向（調査企画部調査企画第一課長）、欧米の資金決済システムの法制度、EFT及びEDI等の

調査研究、白書・機関誌執筆等に従事。また、資金決済制度国際会議へも出席。なお、これまでの学

会発表は以下の通り。 

2011年11月 本学会 全国大会。タイトル：「「資金決済法」に基づく新しい国際送金サービスの特徴

と法的課題」；2012年7月   本学会 東部部会。タイトル：「L/Cに代わるTSU/BPO取引の動向、有

効性、ならびに推進課題の考察」；2013年７月　 日本貿易学会 東部部会。タイトル：「ICCのBPO

統一規則の実施と特徴」。 
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個別研究報告［セッションB・第３報告］ 
2016年11月12日 

「国際商取引における人的資源管理の多様性」 
河野 公洋（岐阜聖徳学園大学・教授） 

本研究の目的は、グローバル・マネジメントにおける国際商取引の質的変化と、

企業経営上の人的資源管理（HRM：human resource management）の変化につい

ての研究をまとめることにある。 

わが国が、人口減の時代を迎えて数年を経過し、４年後の2020年には20歳人

口は、現在の２／３まで減少し、以降現在のところ減り続ける一方である。 

国際商取引は、これまで、企業間の貿易から多国籍企業の国を跨った社内取引

や、親子間取引、企業の本支店間取引に大きく変化し、HRMの視点から以下の６つ

の変革の時期を迎えて久しい。 

① 企業間、商取引交渉担当者の減少 

② 貿易実務担当者の減少 

③ 決済業務担当者の減少 

④ 利潤を得るべき部分の変化 

⑤ リスク・マネジメント対象の変化 

⑥ 法的リスクの変化 

　拙報告では、上記６点について、企業マネジメントのHRMの側面から夫々現

状と問題点を纏め、「ヒト」という経営資源の切り口から、国際商取引の現状と将

来について考察を進める。 

 

【報告者紹介】 

広島修道大学大学院 商学研究科 博士後期課程。神戸国際大学 講師･助教授、岐阜聖徳大学准教授等

を経て同大学経済情報学部 経済情報学科教授。貿易商務論国際経営論　国際マーケティング論　ロ

ジスティクス論 　貿易経営論、 

国際商取引学会･全国大会2016 !24



個別研究報告［セッションB・第４報告］ 
2016年11月12日 

「北極海航路の現状」 
合田 浩之（日本郵船・調査役） 

地球温暖化の進展により，夏季（概ね7月から10月まで）は，北極海が解氷し，

船舶の商業航行が可能となった。例えば，ロシア北岸の北極海航路（伝統的には北

東航路と呼ばれてきた航路）は，内航海運的に北極海を航行していたロシア籍以外

の船舶についても2009年から商業航行を実施するようになった。 

　日本船社に関していえば，2011年に三光汽船所属のパナマックス型ばら積み

貨物船Sanko Odysseyが，デンマーク船社Nordic Bulk Carriers 社に定期用船され

て北極海航路を通過し，日本郵船株式会社の関係会社であるNYK BULK PROJECT

株式会社所属，八馬汽船株式会社（神戸）管理のモジュール船”YAMATO”が，今年

2016年8月に北極海航路を通過した。株式会社商船三井は，中国の海運会社との船

舶所有目的の合弁企業を設立し，当該合弁企業を通じて，砕氷能力を持つ液化天然

ガス輸送船を，韓国・大宇造船海洋に3隻発注，その竣工後は，ロシア・ヤマル半島

から産出する液化天然ガスの輸送需要を，担うべく，当該プロジェクト主体との間

に定期用船契約を獲得している（2018年からの輸送開始。）。 

　北極海航路の国際海運の研究は，日本の旧シップ＆オーシャン財団（現在の

笹川平和財団海洋政策研究所）が，日本財団の支援の下で，ロシア・ノルウェーの

研究機関と共に，1993年から1999年まで国際研究プロジェクト，

INSROP(International Northern Sea Route Program「国際北極海航路開発計画」)

を，2002年から2006年にかけて国内のプロジェクトとしてJANSROP (「北極海航

路の利用促進と寒冷海域安全運航体制に関する調査研究」)を進めてきたことが，実

務上大きな意味を持つ。 
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　北極海航路の実際の利用については，2010年頃から，内外で関心がもたれ様々

な議論がなされてきた。しかしながら，北極海航路に関する議論は内外で，趣を異

にしたまま，現在に至っている。 

　それは，国内での北極海航路の議論が，日本-欧州間の捷径として，日本の欧

州向け貿易-コンテナ航路としての新航路であるという認識，またそのために北海道

乃至日本海側に，国際的なコンテナ港湾が必要になるという方向での議論の建て方

に傾斜するということであり，かつ，それが将来の課題として議論がなされること

である。 

　他方，海外における議論は，具体的に現時点で成立している商業海運に焦点

があてられ，その上で，北極海の航行の安全の担保にはどうすべきか，という現在

の問題として議論がなされることである。海外でも2014年位までは，コンテナ船の

就航について，その可能性を議論した時期があったが，今では，少なくとも海運の

実務を知る人は，そのような議論をしなくなった。 

　本報告では，まず（１）現時点での，北極海航路の内外船社の利用状況につ

いて説明する。念のために，北東航路に限らず，北西航路（カナダ北極圏を通過し

て太平洋と大西洋を結ぶ航路）の利用状況についても説明する。 

北極海航路の商業航海については，実務上，船舶が欧州とアジアなどのバイパ

スとして通過するTransit Shippingと，北極海沿岸の諸港への寄港ないし北極海の

海域での活動といった北極圏における何等かの具体的な目的を達成するために北極

海に船舶が入るDestination Shippingが存在する。 

現状（2015年の数字）においては，北東航路における船舶の航行は，圧倒的に

Destination Shippingである。その貨物は，ヤマル半島のLNGプロジェクトの液化

プラント関連機器資材の輸送と，ロシア水域の海洋油田から欧州方面に出荷される

原油類である。他方，Transit Shippingは僅少である。解氷期の4か月について，北

極海航路とスエズ運河を航行した船舶の隻数を退避すると3:1000であり，新しい物

流の動脈という評価をするには時期尚早であることが，看取できる。 

北西航路については，データが乏しいが，同じようにDestination Shippingが

卓越し，Transitが僅少である。なお，夏季の北極圏のクルーズ船の就航は，多い。

北極海航路の安全運航という観点でいえば，クルーズ船，とりわけ大型のクルーズ
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船の就航には，懸念事項が少なくないが，（この件は，国際商取引学会での報告で

あることに鑑み，深入りはしない。） 

ただ，いずれにしても北極海航路の商業利用は，日本で想定されている姿とは

大きく異なりながらも，商業性が確立した，リアルのビジネスであり，将来の夢物

語ではないことを提示することが，可能となるであろう。 

（２）日本での北極海航路の利用の検討が，コンテナ船の可能性（ひいては，

日本国内における国際コンテナ港湾の整備の必要性を示唆する方向）に傾斜するこ

とを概観する。 

（３）そして，そのことについては，海運実務者は，現状では現実的でないと

考える。その理由を本報告では，概説する。 

①まず一つに北東航路の地形上の問題である。ノヴォ・シビルスク諸島付近の

水深-浅喫水というボトルネックが存在し，インド洋・スエズ運河経由のアジア-欧州

航路に卓越する大型船が，航行できないということである。これは，小型のコンテ

ナ船であれば，航行ができるのではないか，という反論もあり得ようが，コンテナ

船には規模の経済が働くから，20フィートのコンテナ一本あたりの原単位で換算す

ると，たとえ北極海航路を利用することで，航海距離を短縮しても，大型コンテナ

船の規模の経済には打ち勝てないという厳然たる事実で再反論が可能である（もっ

とも，実務家は，立場上，運送費用を開示することが難しいことが多いので，この

種の再反論をしてこなかった。本報告では公開資料に準拠して，計算する。）。 

②次に，現状の氷況予測・気象予測の精度では，まだ航海日数にバラ付きがあ

ること，また日本と欧州を往復するコンテナ貨物，とりわけ日本から欧州に輸送さ

れる貨物の品目を考えると，物流管理上の輸送事業者へ荷主から要請されている内

容を鑑みると，輸送の安定性を期待できる航路ではないことが理由として挙げられ

る（このことは，喫水の浅い自動車専用船ならば，地形上のボトルネックが航行の

障害にならないとしたとしても，完成自動車の輸送としても航路として相応しくな

いことを意味する。）。 

③聊か，実務の細かい話となるが，コンテナ船の配船（寄港地の決定，スケ

ジュールの決定）の実務の実情について述べる。北極海航路へのコンテナ船の配船

の経済性を検討する研究では，船を解氷する夏季には北極海経由，北極海が凍結す
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る冬季は，従来からのインド洋・スエズ運河経由として経済計算をすることが常で

あるが，これは現実的な想定とはいえないということを含意している。 

（４）最後に余談ながら，（日本では関心の高い問題）北極海航路に必要な拠

点港とは何か，ということについて，実際に拠点港として機能している海外（ノル

ウェー・ロシア）の港湾を例示する。そして日本のこの種の議論に欠落しているも

のを提示する。 

 

【報告者紹介】 

報告者は，日本郵船株式会社渉外グループに所属，1999年から北極海航路の調査研究を，ミッショ

ンの1つとしてきた。日本国内で北極あるいは北極海航路に関する官民の検討会に委員を委嘱されて

きた。現在活動中の委員は，国土交通省総合政策局海洋政策課主催『北極海航路の利活用に係る官民

連携協議会』委員（2014年4月～），文部科学省研究開発局海洋地球課管掌『「北極域研究推進プロ

ジェクト」推進委員会』委員（2015年2月～），過去に就任した委員は，海洋政策研究財団『日本北

極会議』委員（2010年4月～2012年3月），日本国際問題研究所『北極のガバナンスと日本の外航戦

略』（平成24年度外務省国際問題調査研究事業，2013年4月～2014年3月）委員。 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個別研究報告［セッションC・第３報告］ 
2016年11月12日 

「仲裁合意の人的範囲の拡張に関する基準について
の考察 ― フランスの裁判例からの示唆」 
越智 幹仁（神戸大学・博士後期課程） 

１．本研究の背景 

国際的な企業取引には、大型のプロジェクトを扱うものが多く、一つのプロジェ

クトを実現するために、当事者が異なる複数の契約が締結される場合が多い。この

とき、契約の一には仲裁合意条項が挿入されているが、他の契約には挿入されてい

ないという事例も見受けられる。そのようなプロジェクトの実行に際して紛争が発

生した場合、すべての利害関係人をひとつの仲裁手続きに参加させることが、紛争

の効率的、統一的な解決に資するであろう。このような場合に、仲裁合意の人的範

囲を拡張して、仲裁合意を含む契約に署名していない者を仲裁手続きに引き込むた

めには、どのようにして仲裁手続きは仲裁合意に基づくという大原則と折り合いを

つけるかが議論されてきているが、未だに国際的なコンセンサスが形成されている

とはいえない。 

シンガポール国際仲裁センター（SIAC）の仲裁規則が改正され、2016年8月か

ら効力が発生した。今回の改正は多岐にわたるが、中でも、追加当事者の参加につ

いての条件を大幅に緩和した点が注目される。改正前の2013年版規則第24条bでは、

追加当事者の参加は、当事者による申立てがあった場合に限られ、かつ、当該追加

当事者の書面による同意が必要とされていた。改正後では、第三者自らが手続に参

加することを求めて申し立てることが可能となった（改正規則第7.1条、7.8条）。

さらに、追加されるべき当事者を含むすべての当事者の同意がない場合でも、当該

追加当事者が仲裁合意に拘束されることが疎明されている場合は、仲裁裁判所（仲

裁廷構成前）又は仲裁廷が諸般の事情を考慮して、第三者の参加を決定する可能性

を認めている（改正規則第7.1条a、7.4条、7.8条a、7.10条）。今回の改正によって、
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仲裁廷が柔軟に第三者を手続きに参加させ、紛争の効率的、統一的な解決が図られ

るものと期待される。他方で、第三者の明示的な同意がない場合でも、所定の条件

の下でその者を仲裁手続きに参加させるようにすることができる点で、仲裁手続き

は当事者の同意に基づくという原則が大きく後退しているようにも見える。改正規

則第7.1条a、7.8条aに規定される「当該追加当事者が仲裁合意に拘束されることが

疎明されている場合」というルールの解釈について、今後の運用と事例の蓄積が待

たれるところである。 

ところで、上記改正規則第7条に規定される追加当事者の参加についての条件

は、国際商業会議所（ICC）が定める仲裁規則における追加当事者の参加の条件と

非常によく類似していると思われる。ICC仲裁規則第7条によって準用される第6条4

項において、仲裁合意の有効性および範囲の判断について仲裁裁判所に付託された

場合、すべての当事者を拘束する同一の仲裁合意の存在が疎明されたならば、仲裁

手続きは進行するものとされる。その後、仲裁廷は自らの管轄権に関して決定しな

ければならない（6条5項）。ICCによる仲裁手続きにおける事例を見てみると、当

該非署名者が、仲裁合意を含む契約の締結、履行、終了の各段階に「関与

（participation / implication）」した場合、その者に対して仲裁合意の効力が及ぼ

されるという判断が示された事例が多数見受けられる。 

２．フランス裁判例における仲裁合意の拡張事例の検討 

以上のような、契約の各過程に「関与」した者に仲裁合意を拡張するという手

法（本報告では「関与ルール」と呼称する。）は、フランスの裁判所で、既に80年

代から繰り返され、独自の進化を遂げてきた。このようなルールはDow Chemical

事件判決（パリ控訴院1983年10月21日判決）を皮切りに、近年でもABS事件判決

（破棄院第一民事部2007年5月27日判決）、Dallah事件判決（パリ控訴院2011年2

月17日判決）でも示され、フランスでは仲裁合意の拡張の一類型として定着してい

るように感じられる。 

この関与ルールに対しては、どの程度「関与」すれば仲裁合意が拡張されるの

かが不明瞭であるという点を中心に、フランス内外から批判も出ているところであ

る。確かに、基準が不明確であれば、国際取引のアクターにとって、自己は無関係
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だと考えていた仲裁手続きに予想外に参加することを強いられることになろう。し

かし、フランスではこの問題について、80年代から事例が蓄積されており、その事

例を分析すれば、仲裁合意の拡張の可否についてある程度予測することが可能なの

ではないだろうか。そこで、本報告ではまず、(1)フランス裁判所において仲裁合意

が拡張された重要な裁判例を鳥瞰して、「関与ルール」とはどのような内容のルー

ルなのかを明らかにする。(2)次に、いくつかの裁判例を詳細に分析して、仲裁合意

が非署名者に拡張されるにあたり、どのような事実が重要視されているのかを明ら

かにする。それによって、各裁判例に通底する、仲裁合意の拡張のためのより具体

化された基準を提示したいと考えている。 

(1) (ｲ)　「関与ルール」が適用されたとされる事例のうち、特に初期のもの（80

年代）には、仲裁合意を含む契約に署名した者と、その仲裁合意の効力が及ぼされ

ようとしている者（非署名者）は、ともに同一企業グループを構成している点に着

目し、「国際取引慣行（usage du commerce international）」の名の下に非署名

者に対する仲裁合意の拡張が肯定されたものが多い。そのため、「関与ルール」は、

「グループ企業論（group of companies doctrine）」と呼ばれて議論されている文

献が多数存在する。しかし、同一企業グループに所属するからといって直ちに仲裁

合意が拡張されるわけではなく、非署名者が契約の各過程に関与していることが重

要視されている。また、既に同時期から、企業グループが存在しない場合でも、契

約への関与を理由として仲裁合意の拡張が認められた事例もある。したがって、「グ

ループ企業論」という呼称は適切ではないと思われることから、本報告では「関与

ルール」という呼称を使用する。 

　(ﾛ)　仲裁手続きは当事者の同意に基づくという原則との関係から、仲裁合意

の効力が及ぼされようとする非署名者の仲裁合意の存在をどのように認定するかが、

ここでの重要なポイントである。 

初期の裁判例では、非署名者の契約への関与を理由として、手続の全当事者の

共通の意思により、仲裁合意の効力を非署名者に及ぼしてきた。次第に、「共通の

意思」に言及することはなくなり、非署名者による契約への関与を理由に、その者

が契約に含まれる仲裁合意を認識していたと推定する手法に変遷した。この手法は、
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非署名者の関与から仲裁合意の認識を推定し、それにより、その仲裁合意を黙示的

に受け入れたことを推定するという、二段階の推定だと解されている。 

ところが、破棄院は、2007年のABS事件判決において、非署名者の仲裁合意の

認識の有無を問題にすることなく、その者が契約に関与したという客観的な事実の

みによって、その者に対して仲裁合意の効力を及ぼすことを肯定した。この傾向は、

2011年のDallah事件判決においても踏襲されている。 

したがって、「関与ルール」の下での仲裁合意の拡張は、契約への関与の一点

によって決せられ、そこでは当事者の仲裁合意の存在は非常に客観的に判断される

といえる。 

(2)　「関与ルール」の内容が、上述のように、時代の流れによって若干のゆれ

があることは否めないが、各事例において重要視された事実は、概ね共通している。

どの事例においても、契約（複数の契約が締結されている場合は、それを複合した

プロジェクト全体）の交渉・締結、履行、終了の各過程における非署名者の行動に

着目している。さらに、非署名者が相手方との交渉やその後の連絡を一手に引き受

けていたり、非署名者が契約にかかるプロジェクトの実現に寄与する重大な存在で

あったりしており、このような場合に非署名者に対して仲裁合意を拡張することは

不当とはいえず、むしろ多重手続の防止、紛争の統一的な解決に資する点で妥当な

判断であったといえる。　　　　　　　　　　　　 

 

 

【報告者紹介】 

平成元年愛媛県生まれ。平成24年3月神戸大学法学部法律学科首席卒業。平成26年3月神戸大学法科

大学院終了後、同大学法学研究科博士後期課程に進学（国際取引法専攻）。平成27年9月～平成28年

7月、パリ第二大学（フランス）留学。国際仲裁を主として研究しているが、シンガポール国際商事

裁判所（SICC）の創設やEUによる国際投資裁判所制度の提案などの近年の国際取引／投資紛争の解

決手段のダイナミックな発展にも関心を持っている 
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個別研究報告［セッションC・第４報告］ 
2016年11月12日 

「債権法改正中間試案における外貨債権の取扱い」 
平野 英則（西武信用金庫・副部長） 

１． はじめに 

　現行民法403条については、民法（債権法）の改正に関する中間試案では、

改正が検討されたが、国会での審査の対象からは除かれた。しかし、中間試案の考

え方は、外貨債権の取扱いについて参考となるところが多いので、本学会において

報告することとした。 

本報告においては、まず、当事者が外国の通貨で債権額を指定した取引を行う

背景には、どのような目的（合理的意思）があるかを分析してみたい。次に、現行

民法403条の判例・通説を概観し、それを踏まえた実務の運用上、債権者が円貨請

求権を行使する必要があるのはどのような局面かを考察してみたい。最後に、この

中間試案に影響を与えたユニドロワ国際商事契約原則6.1.９条の考え方も参考にし

つつ、現行民法403条と中間試案との比較・検討を試み、外国の通貨で債権額を指

定する契約実務への対応を提案したい。 

２． 外国の通貨で債権額を指定した取引を行う目的（合理的意思） 

　投機行為以外の実需に基づく外国の通貨で債権額を指定した取引を行う目的

は、外貨の債権を取得しまたは外貨の債務を負担し、異なる通貨間の交換

（Exchange）が生じないNon-ex取引とすることにより、為替リスクを回避すると

ともに、Exchange取引で発生する為替手数料を回避することにある。 

　本報告の問題を検討するに際しては、この当事者の目的すなわち合理的意思

を最大限に尊重した考察が必要となるであろう。 

３． 現行民法403条 
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現行民法403条は「外国の通貨で債権額を指定したときは、債務者は、履行地

における為替相場により、日本の通貨で弁済することができる。」と規定している。

民法403条のもとでは、文言上、債務者は、履行地の為替相場により日本の通

貨で弁済することができる。この点について、民法403条は、債務者が代用権を有

する法定の任意債権であるとするのが、従来から（昭和50年7月15日の最高裁判決

以前）の通説的見解であった（我妻、於保）。 

また、債権者の側から日本の通貨により履行を請求することができるか否かに

ついては、文言上の規定はないが、昭和50年7月15日の最高裁判決は債権者も代用

権を有する任意債権であるとし、外国の通貨または日本の通貨のいずれによっても

請求できるとしている。 

また、現在の通説は、この最高裁判決を支持している（鈴木、内田）。さらに、

現在の金融実務でも、この判例・通説を踏まえて債権者による円貨での支払請求権

を自働債権とし、円預金債務を受動債権として相殺をしているのが実情であると思

われる。 

民法403条における債務者と債権者の代用権を整理すると次のようなマトリク

スになる。 

４．債権法改正中間試案 

債権法改正中間試案は、同条の規定を改め「（1）外国の通貨で債権額を指定

した場合において、別段の意思表示なきときは、債務者は、その外国の通貨で履行

をしなければならないものとする。（2）外国の通貨で債権額を指定した場合におい

て、別段の意思表示なきときは、債権者は、その外国の通貨でのみ履行を請求する

ことができるものとする。」ことを提案している。 

その改正理由は、外国の通貨で債権額を指定したときは、特約がない限り、債

務者は、その通貨でのみ弁済することができ、また、債権者は、その通貨でのみ履
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行を請求することができるものとするのが、当事者の合理的意思であり、現行民法

403条の規定内容は、合理性に乏しいというものである。 

債権法改正中間試案における債務者と債権者の代用権を整理すると、次のよう

なマトリクスになる。 

５．ユニドロワ国際商事契約原則6.1.９条 

ユニドロワ国際商事契約原則6.1.９条（支払通貨）は、次のように規定する。 

（1） 金銭債務が支払地の通貨と異なる通貨により表示されているときは、

債務者は支払地の通貨で支払うことができる。ただし、以下の各号のいずれかに該

当するときはこの限りではない。 

（a） 支払地の通貨が自由な交換可能性を有しないとき。 

（b） 当事者が、支払は金銭債務の表示されている通貨によってのみなされ

るべき旨合意していたとき。 

（2） 金銭債務の表示されている通貨によって支払うことが債務者にとって

不可能な場合、債権者は、第1項（b）に掲げるときにおいても、支払地の通貨での

支払を求めることができる。 

　本条における債務者と債権者の代用権を整理すると、次のようなマトリクス

になる。 

また、本条の【注釈】は、通常、金銭債務の表示されている通貨によって支払

われるべきであるとしたうえで、次のように述べている。 
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1項は原則として債務者が支払地の通貨で支払うことを認めているが、その通

貨が自由な交換可能性を有するのであれば、債権者にとって不利益となることはな

い。しかし、自由な交換可能性を有しない場合または当事者が支払は金銭債務を表

示している通貨によってのみなされるべきであると合意している場合には、この準

則は排除される。したがって、金銭債務を表示している通貨による支払を受けるこ

とに利益を有するのであれば、債権者はその旨を契約に明記すべきである。 

2項は、債務者が債務を表示している通貨による支払が不可能な場合には、そ

の通貨によってのみ支払がなされるべきであると合意しているときであっても、債

権者は支払地の通貨により支払を請求することができるとし、債権者に選択権を与

えている。これは、債権者がそれでもかまわない、または、そのほうが有利である

と考えた場合の債権者の追加的選択権である。 

６．おわりに 

　外国の通貨で債権額を指定する契約実務への対応としては、債権者・債務者

ともに上記契約目的に鑑み、当該外貨での支払について利害関係を有することが多

いであろう。 

しかし、債権回収の局面では、債権者は、支払地の通貨で支払を受けることに

ついて、利益を有することも多いことから、ユニドロワ国際商事契約原則を参考に

して、一定（失期事由の発生）の場合には、円貨代用権を行使しうる旨の特約をし

ておく必要があろう。 

 

【報告者紹介】 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