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仲裁人の開示義務と仲裁判断取消
（最〔3小〕決平成 29年 12月 12日

民集 71巻 10号 2106頁）

河　野　正　憲

【判示事項】

1　仲裁人が当事者に対して仲裁法 18条 4項にいう「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」事実が生ずる可能性があること
を抽象的に述べたことは、同項にいう「既に開示した」ことに当たるか
2　仲裁人が、当事者に対して仲裁法 18条 4項にいう「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」事実を開示しなかったことに
ついて、同項所定の開示義務に違反したというための要件

【決定要旨】

1　仲裁人が当事者に対して仲裁法 18条 4項にいう「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」事実が生ずる可能性があること
を抽象的に述べたことは、同項にいう「既に開示した」ことに当たらない。
2　仲裁人が、当事者に対して仲裁法 18条 4項にいう「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」事実を開示しなかったことに
ついて、同項所定の開示すべき義務に違反したというためには、仲裁手続
が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲裁人が合
理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得たことが必
要である。

最高裁第 3小法廷平成 29年 12月 12日決定（平成 28（許）43号、仲裁判
断取消申立て棄却決定に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件）

判例研究
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民集 71巻 10号 2106頁
破棄差戻し
原原審：大阪地方裁判所平成 27年 3月 17日決定
原審：大阪高等裁判所平成 28年 6月 28日決定

【事実関係】

（1）　本件は、Y1（抗告人、相手方、相手方、仲裁手続申立人）Y2（抗
告人、相手方、相手方、仲裁手続申立人）と X1（相手方・抗告人・申立人、
仲裁手続被申立人）X2（相手方・抗告人・申立人、仲裁手続被申立人）
との間での、一般社団法人日本商事仲裁協会（以下「JCAA」という。）大
阪 11－ 02号の仲裁事件（以下「本件仲裁事件」という。）において 3人
の仲裁人の合議体である仲裁廷がした仲裁判断（以下「本件仲裁判断」と
いう。）につき、X1X2がその仲裁判断の取消しを求めた事件である。
（2）　平成 14年 10月、米国法人（テキサス州）である X1は、S1及び
シンガポール法人 S2との間で、本件空調機器の販売契約（「本件売買契約」
という。）を締結した。本契約の準拠法は日本法であり、また本件売買契
約には、当事者間に生じた紛争の解決を、JCAAの定める商事仲裁規則に
従って、仲裁地を大阪府とする 3人の仲裁人による仲裁手続に委ね、その
判断に服する旨の約定が存在する。

Y1は、平成 16年 4月、本件売買契約上の S1の権利義務を承継し、シ
ンガポール法人である Y2は、平成 21年 1月、本件売買契約上の S2の権
利義務を承継した。

Y1が販売していた本件空調機器は、平成 22年 1月 1日にモントリオー
ル議定書が発効すると、米国への輸入が禁止されることになっていた。そ
こで、平成 18年 3月 29日、X2及び Y1は、モントリオール議定書の規
制に抵触しない新しい空調機器の開発協力に関する覚書を締結し、また、
Y1と X1、X2の共通の所有者である Kが所有する Lは、この覚書に基づ
く空調機器の開発のため 25万米ドルの出資義務を負った。

Y1は、平成 21年 9月 30日、パナソニック株式会社の子会社となり、
平成 23年 4月 1日、Y1は株式交換によりパナソニック株式会社の完全子
会社となった。
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Y1は、平成 21年に本件空調機器の販売事業から撤退することを決定し、
同年 6月にこの旨を X1らに伝えた。その後、X1らと Y1らとで本件事業
の撤退に伴う補償に関する協議が行われた。Y1らは、平成 22年 10月 28
日に、X1に対して本件売買契約を解除する旨の意思表示をした。
（3）　Y1Y2は、平成 23年 6月 16日、本件仲裁条項に基づき X1X2を
被申立人として、JCAAに対し、本件各契約について、Y1Y2にはいずれ
も契約上の義務違反がない旨を宣言する等の仲裁判断を求める仲裁申立て
をした。これに対して X1X2は、上記仲裁申立てに対する答弁書を提出す
るとともに、反対請求申立書を提出して、相手方の解除が不適法かつ違法
であることの宣言、X2が覚書に関する義務を履行したことの宣言及び損
害賠償金の支払いを命じる旨の仲裁判断を求めた。
本件仲裁人として、平成 23年 9月 20日までに A、B、Cが選任された。

本件仲裁廷は、平成 26年 8月 11日、Y1らの請求を認容し、X1らの反対
請求を棄却する旨の本件仲裁判断をし、X1らは平成 26年 8月 22日に同
仲裁判断書を受領した。
（4）　X1X2は、平成 26年 11月 13日、本件仲裁判断の取消を求める本
件申立をした。X1X2の本件申立ての理由は、本件仲裁判断の内容につき
仲裁法 44条 1項 6号又は 8号の取消事由が存在するとして、次のように
主張する。
本件仲裁廷の長である仲裁人 Aは、キング・アンド・スパルデイング
法律事務所（以下、「K&S」）のシンガポールオフィスに所属する弁護士
である。弁護士 Dは、Aが本件仲裁人に選任ざれた時点では K&Sに所属
していなかったが、遅くとも平成 25年 2月 20日以降同じく K&Sのサン
フランシスコオフィスに所属している。弁護士 Dは、Y1の完全兄弟会社
である米国法人 Pを被告とする米国カリフオルニア州北部地区連邦地方
裁判所に係属するクラスアクション訴訟（この訴訟では、Y1と Pの共通
の完全親会社であるパナソニック株式会社も共同被告とされていた）にお
いて Pの訴訟代理人を務めていたにもかかわらず、Aは、その事実を本件
仲裁の当事者に開示しなかった。この事実は、Aが所属する K&Sと Y1
らの関連会社である Pとの間に重要な商業上の関係があることから、Aは
仲裁人に就任する際、または仲裁手続中に開示されなければならないにも
かかわらず、それを開示せず仲裁人に選任されその職務を行ったことは、
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仲裁法 18条 3項及び 4項並びに本件仲裁規則 26条 2項から 4項までの開
示義務に違反したというべきだ、という。
なお、Aは平成 23年 9月 20日付けの以下の本件表明書を JCAAに提出

していた。それには、「本件仲裁に関して、私は、私の公正性及び独立性
に正当な疑いを生じさせるおそれのある事実を認識していないことを、こ
こに表明いたします。もっとも、添付用紙をご参照ください。」と記載さ
れており、添付書類には、「以下の事項に対して両当事者の注意を向けさ
せることが、私がパートナーを務める法律事務所である K&Sのポリシー
です。（1）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。（2）K&Sの弁護士は
将来、本件仲裁に関係性はないけれどもクライアントの利益が本件仲裁の
当事者及び／又はその関連会社と利益相反する案件において当該クライア
ントに助言し又はクライアントを代理する可能性があります。また K&S
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。私は、本件仲裁の係属中、かかる職務に関与し又はかかる職務の情報
を与えられることはありませんし、また、かかる職務が、本件仲裁の仲裁
人としての私の独立性及び公正性に影響をあたえることはないと考えてい
ます。」と記載されていた。
原原審は、X1X2の本件申立てを棄却。X1X2抗告。
原審は、原原審決定を取消し、本件仲裁判断の取消しを命じた。
Y1Y2から許可抗告申立て。

【決定理由】

「3　原審は、本件事実が法 18条 4項にいう『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（以下『法 18条 4項の事実』という。）
であるとした上で、要旨次のとおり判断して、本件仲裁判断を取り消した。
（1）　仲裁人が仲裁手続の進行中、当事者に対して、既に開示したもの
を除いて法 18条 4項の事実の全部を遅滞なく開示すべき義務を負うのは、
仲裁人を忌避するかどうかの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、具体的に特定することができるものでなけれ
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ばならない。Aは、本件表明書において、将来、利益相反関係が生ずる可
能性があることを抽象的に表明したにすぎず、これによって本件事実を開
示したことにはならない。
（2）　仲裁人は、法 18条 4項の事実を知らなかったというだけで、当事
者に対してこれを開示すべき義務を負わないとはいえず、手間をかけずに
知ることができる事実について開示のために調査すべき義務を負うべきで
ある。そして、本件事実については、Aが所属する法律事務所である
K&Sにおいて利益相反関係の有無を確認する手続を行うことによって、
特段の支障なく調査することが可能であったといえる。本件においてこの
ような調査が実施されたか否かは明らかでないが、これが実施されなかっ
たために本件事実が開示されなかったとしても、Aはこれを開示すべき義
務に違反したというべきである。法 18条 4項所定の開示すべき義務が仲
裁手続及び仲裁人の公正を確保するために必要不可欠なものであることを
考慮すると、上記の義務違反は法 44条 1項 6号所定の事由に当たる。

4　しかしながら、原審の上記 3（1）の判断は是認することができるが、
同（2）の判断は是認することができない。その理由は、次のとおりである。
（1）　仲裁人は、仲裁手続の進行中、当事者に対し、法 18条 4項の事実
の全部を遅滞なく開示すべき義務を負う（法 18条 4項）。その趣旨は、仲
裁人に、忌避の事由である『仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相
当な理由』（同条 1項 2号）に当たる事実よりも広く事実を開示させて、
当事者が忌避の申立てを的確に行うことができるようにすることにより、
仲裁人の忌避の制度の実効性を担保しようとしたことにあると解される。
仲裁人は、法 18条 4項の事実が『既に開示したもの』に当たれば、当該
事実につき改めて開示すべき義務を負わないが（同条 4項括弧書）、仲裁
人が当事者に対して法 18条 4項の事実が生ずる可能性があることを抽象
的に述べたというだけで上記の『既に開示した』ものとして扱われるとす
れば、当事者が具体的な事実に基づいて忌避の申立てを的確に行うことが
できなくなり、仲裁人の忌避の制度の実効性を確保しようとした同項の趣
旨が没却されかねず、相当ではない。
したがって、仲裁人が当事者に対して法 18条 4項の事実が生ずる可能
性があることを抽象的に述べたことは、同項にいう『既に開示した』こと
には当たらないと解するのが相当である。
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これを本件についてみると、Aは、本件表明書において、Aと同人以外
の K&Sに所属する弁護士との間に利益相反関係が生ずる可能性があるこ
とを抽象的に述べたにすぎず、このことは、同項にいう『既に開示した』
ことには当たらないというべきである。原審の上記 3（1）の判断は、以
上と同旨をいうものとして是認することができる。この点に関する論旨は
採用することができない。
（2）　ところで、上記のとおり、仲裁人は、当事者に対し、法 18条 4項
の事実の全部を開示すべき義務を負うところ、仲裁人が法 18条 4項の事
実を認識している場合にこれを開示すべき義務を負うことは明らかであ
る。そして、上記のような法 18条 4項の趣旨に加え、同項は開示すべき
事実を仲裁人が認識しているものに限定していないことに照らせば、仲裁
人は、当事者に対し、法 18条 4項の事実の有無に関する合理的な範囲の
調査により通常判明し得るものをも開示すべき義務を負うというべきであ
る。
また、同項は、仲裁人が法 18条 4項の事実を開示すべき義務を負う時
期につき『仲裁手続の進行中』とするのみで他に限定をしていない上、『既
に開示したもの』のみを開示すべき事実から除外しているにとどまること
からすれば、仲裁人は、仲裁手続が終了するまでの間、当事者からの要求
の有無にかかわらず、同義務を負うというべきである。
したがって、仲裁人が、当事者に対して法18条4項の事実を開示しなかっ
たことについて、同項所定の開示すべき義務に違反したというためには、
仲裁手続が終了するまでの間に、仲裁人が当該事実を認識していたか、仲
裁人が合理的な範囲の調査を行うことによって当該事実が通常判明し得た
ことが必要であると解するのが相当である。
しかるに、原審までに提出された資料に照らしても、本件仲裁判断がさ

れるまでに Aが本件事実を認識していたか否かは明らかではない。また、
K&Sにおいて本件事実が認識されていたか否かや、K&Sにおいて、所属
する弁護士の間の利益相反関係の有無を確認する態勢がいかなるもので
あったかについても判然としないことからすれば、本件仲裁判断がされる
までに Aが合理的な範囲の調査を行うことによって本件事実が通常判明
し得たか否かも明らかではない。上記の各点について確定することなく、
Aが本件事実を開示すべき義務に違反するものとした原審の上記 3（2）
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の判断には、裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨
は、上記の趣旨をいう限度で理由がある。

5　以上によれば、その余の抗告理由について判断するまでもなく、原
決定は破棄を免れない。そこで、更に審理を尽くさせるため、本件を原審
に差し戻すこととする。」
破棄差戻し

【研究】

1　本件は、一般社団法人日本商事仲裁協会（JCAA）の、仲裁地を大
阪府とし、仲裁人を三人とする国際仲裁事件についてなされた仲裁判断に
つき、その当事者の一方が、仲裁人の一人につき仲裁法 44条 1項 6号所
定の事由があるとしてその取消しを求めた事案である。問題とされた事項
は、仲裁人が仲裁手続中になすべき情報開示義務に違反したか否か、そし
てどのような行為がそれに違反したことになり仲裁判断取消事由に該当す
ることになるのかという点であった。本件は、国際仲裁事件に関する極め
て注目すべき最高裁決定であり、特に国際仲裁特有の事情もあって極めて
注目すべき判断をした事件である。
本件では、本件仲裁手続の係属中（手続開始は平成 23年 9月）に、三
人の仲裁人により構成された仲裁廷の長である仲裁人 Aが所属する国際
的な大規模法律事務所（K&S=King & Spalding Law Firm）に、新たに別の
弁護士 Dが所属したが（平成 25年 2月、本件仲裁判断は平成 26年 8月）、
当該仲裁人 Aの所属はシンガポール事務所であったのに対して新たな弁
護士 Dの所属は米国カリフォルニア・サンフランシスコ事務所であった。
この弁護士 Dは、K&Sに移籍する以前から、本件仲裁手続の当事者であ
る Y1の兄弟会社である P及びその完全親会社（パナソニック）を相手方
とする独禁法違反を理由とするカリフォルニア州北部地区連邦地裁に係属
するクラスアクション訴訟で Pの代理人を務めていたが、この事実を仲
裁手続当事者及び仲裁廷に開示していなかった。そこで、このような事実
の不開示が仲裁法 18条 1項 2号にいう、「仲裁人の公正性又は独立性を疑
うに足りる相当な理由」となり得るのかが問題とされた。
原審は、仲裁人の開示義務について、まず、①「法 18条 4項の事実を
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知らなかったというだけで、当事者に対してこれを開示すべき義務を負わ
ないとはいえず、手間をかけずに知ることができる事実について開示のた
めに調査すべき義務を負うべきである。」と指摘し、そのうえで、②「本
件事実については、Aが所属する法律事務所である K&Sにおいて利益相
反関係の有無を確認する手続を行うことによって、特段の支障なく調査す
ることが可能であったといえる。本件においてこのような調査が実施され
たか否かは明らかでないが、これが実施されなかったために本件事実が開
示されなかったとしても、Aはこれを開示すべき義務に違反したというべ
きである。法 18条 4項所定の開示すべき義務が仲裁手続及び仲裁人の公
正を確保するために必要不可欠なものであることを考慮すると、上記の義
務違反は法 44条 1項 6号所定の事由に当たる。」と断定した。
これに対して本件最高裁決定は、①の点は是認しつつ、②についてはま

ず、③「本件仲裁判断がされるまでに Aが本件事実を認識していたか否
かは明らかではない」こと、④ Aが所属する弁護士事務所「K&S におい
て本件事実が認識されていたか否か、や、⑤「K&Sにおいて、所属する
弁護士の間の利益相反関係の有無を確認する態勢がいかなるものであった
かについても判然としないこと」を具体的に挙げ、結論として、⑥「本件
仲裁判断がされるまでに Aが合理的な範囲の調査を行うことによって本
件事実が通常判明し得たか否か」も明らかではないと指摘し、これらの点
の解明のために本件を原審に差し戻した。

2（1）　「仲裁人の忌避の原因等」について定める現行仲裁法 18条は、
まず、同 1項 2号が＜忌避原因＞として「仲裁人の公正性又は独立性を疑
うに足りる相当な理由があるとき」と規定し、更に同条 4項は、仲裁人に
なろうとする者及び仲裁人の＜開示義務＞について定め、「仲裁人は、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（既に開示したものを除く。）の全部を遅滞なく開
示しなければならない。」との明文規定を新たに置いた。しかし、その文
言は極めて抽象的であり、基準としては一般規定である「公正性又は独立
性」という文言が規定されているに過ぎず、特に国際仲裁事件においては、
その具体的内容は国際仲裁手続の現状に即した明確化を必要とする。
（2）　この現行仲裁法は、国際仲裁手続の調和を実現するため、従来の
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仲裁法（明治 23年法律 29号。いわゆる「旧旧民事訴訟法」。平成 8年法
律 109号「民事訴訟法」の成立により、仲裁法は公示催告手続と合わせて
タイトルのみ「公示催告及ビ仲裁ニ関スル法律」と改称）を改正し、国際
連合国際商取引法委員会（UNCITRAL）が 1985年に策定した国際商事仲
裁模範法（モデル法）にできるだけ沿った規定を採用したものであり、こ
れによってわが国は同モデル法採用国のひとつとなった（近藤昌昭＝後藤
健＝内堀宏達＝前田洋＝片岡知美著『仲裁法コンメンタール』（商事法務・
2003）序文・近藤昌昭筆参照）。
現行法 18条は、モデル法 12条に依拠している。同法は、仲裁人に課さ
れた開示義務に関して、「仲裁人として選定されうることに関し交渉を受
けた者は、自己の公正性又は独立性につき正当な疑念を生じる可能性のあ
るあらゆる事情を開示しなければならない。仲裁人は、その仲裁人に選定
された時及び手続中に、遅滞なくこのような事情を当事者に開示しなけれ
ばならない。」（同条 1項）と定めている。現行仲裁法は、この規定に基づ
き、専ら「公正又は独立につき正当な疑念を生じる可能性のある事情」が
その開示義務の基準とされている。
仲裁人の忌避に関する規定に関しては旧法にも存在したが、それは専ら

民事訴訟手続における忌避事由を前提としており、「当事者ハ裁判官ヲ忌
避スル権利アルト同一ノ理由及ヒ条件ヲ以テ仲裁人ヲ忌避スルコトヲ得」
（公示催告仲裁法 792条）と定めていた。しかし、そもそも仲裁手続を民
事訴訟手続と同視することについては、仲裁手続及び仲裁人の選任が専ら
仲裁当事者の意思に依拠することから問題があったともいえる（旧法上の
この点についての問題につき、斎藤秀夫＝小室直人＝西村宏一＝林屋礼二
編著『注解民事訴訟法〔第 2版〕（11）』（第一法規・1996）467頁以下〔河
野正憲筆〕）。特に国際仲裁手続ではその実態にそぐわないことは明らかで
ある。民事訴訟手続では、担当裁判官は当事者が選任するのではなく、当
然に裁判所によって事件が割り当てられ、除斥・忌避事由につき手続上個
別に当該裁判官について「裁判の公正を妨げるべき事由があるとき」に当
事者の申立てにより決定で裁判をするのが原則である（民訴 24，25条）。
これに対して仲裁人については、既に手続開始前に、仲裁人となるにあた
り「自己の公正性独立性に疑いを生じさせ恐れのある事実」の開示が求め
られており（仲裁 18条 4項）、それに基づいて当事者との間で仲裁人契約
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を締結することからその公正・独立の地位は、当事者による承認を不可欠
とする。特に、国際仲裁では仲裁人には弁護士、しかも本件のように大規
模弁護士事務所に所属する国際仲裁に関して経験の豊かな弁護士が仲裁人
に選任されることが多いが、この場合には特に仲裁人本人だけでなくその
所属する弁護士事務所との関係で、利害対立に関して特別の問題が生じう
る（仲裁法立法時における問題提起につき、三木浩一＝山本和彦編『新仲
裁法の理論と実務〔ジュリスト増刊〕』（2006年・有斐閣）158頁以下〔出
井直樹、中村達也発言〕）。
（3）　このために、国際仲裁手続においては、特にすべて仲裁人は、そ
の仲裁人としての職務を続ける限り、当事者及び事件自体との関係で常に
公正性と独立性を保持しなければならないということが基本的原則であると
理解されている（Redfern and Hunter on International Arbitration, 6th ed., 2015 
（Blackaby, Partasides） 4.75）。そして、その際、「独立性（Independence）」とは、
一般に、仲裁人と当事者の一方との間での、経済的その他の関連性の存在
の有無に関する問題に関連するものであり、これは、仲裁人あるいは仲裁人
候補者の内心の事情とは無関係な客観的な事項だとされている（Redfern 
and Hunter on International Arbitration, 4.77）。 こ れ に 対 し て、「 公 正 性
（Impartiality）」は、一方当事者に有利な又は紛争になっている論点につき実
際上又は明白な仲裁人の偏頗性（actual or apparent bias of an arbitrator）と関
連しており、主観的なもので、「独立性」よりもより抽象的な、まずは精神
的な問題だといわれる（Redfern and Hunter on International Arbitration, 4.78）。

3（1）　仲裁手続が私的紛争解決制度として、当事者の合意を基礎にし
た制度であり仲裁人の地位も仲裁当事者との合意（仲裁人契約）を基礎に
していることから仲裁人には、その職務を全うするためには、「公正性」
と「独立性」を堅持しなければならない義務が課され、そのためには、第
一に、仲裁人自身がこのような事由の存在を疑わせるような事由について
当事者に開示することが不可欠である。
この仲裁人の開示義務は、忌避事由が手続中の仲裁人へのチャレンジ手

続であるのに対して、仲裁人については、手続に関与する前にも、そもそ
も選任に不可欠の要件（情報）として、その適正を当事者に判断させる必
要から、そのための資料として提供する必要があり（事前開示義務）、忌
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避制度を越えたより広範な機能を有する。
また、いったん仲裁人に選任されても、仲裁手続が係属する間は、仲裁

人は自己の立場の「公正性」と「独立性」を疑わせるのに十分な事由が発
生した場合には、ただちにそのことを告知する義務がある。この場合には、
当事者は改めて当該事情を判断し、必要があれば当該仲裁人に対する忌避
の申立てなどにより、仲裁人としての適格に対してチャレンジをする機会
が与えられなければならないと共に、他方で、当事者にとってその必要が
なければ、このようなチャレンジの機会を放棄することも認められる。
（2）　もっとも、仲裁人がその置かれた利害関係につき、それが仲裁手
続及び仲裁判断において「公正性」又は「独立性」に対して合理的な疑惑
を生じさせるような正当な事由であるか否かの判断には、国により国際仲
裁手続における仲裁人の地位についての微妙な理解の違いが存在した。例
えば、かつてアメリカ合衆国では、国内仲裁実務において当事者が選任す
る仲裁人についてはその中立性が要求されていなかった（今日ではこの立
場は変更され、仲裁人にはすべて公正・独立が求められている。2004年
改訂 AAA/ABA Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes; Redfern 
and Hunter on International Arbitration, 4.75）。特に国際仲裁において仲裁人
がその任務を十全に果たすために必要と考えられる「公正性又は独立性に
ついて正当な疑惑を生じさせるに足りる事実」につき各国の観念に齟齬が
あれば、適正な国際仲裁手続を確保することはおぼつかない。
（3）　国際仲裁の実務においてこのような仲裁人の立場に関する理解の微
妙な相違による混乱を回避し、国際仲裁の円滑な実施を可能にするために、
特に仲裁人が果たすべき開示義務に関して、国際法曹協会（International Bar 
Association= IBA）は、2004年に「国際商事仲裁における利害対立に関する
ガイドライン（Guidelines on Conflicts of Interest in International  Commercial 
Arbitration）」を策定し、これは更に、2014年 10月に改訂された（この 2014
年改訂版ではタイトルから Commercialの文言が削除されている）。このガイ
ドラインは、具体的事情に即した共通の原則を確立し、仲裁人の異なった文
化的バックグラウンドに基づく混乱を回避することを目的としたものであり
（Redfern and Hunter on International Arbitration, 4.85）、既に国際仲裁の実務で
一般的に定着しているといってよい。
このガイドラインでは、事項を 4種類のカテゴリーに分類してリスト
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アップをし、それを色分けをしてそれぞれについて具体例を掲記している。
それによれば、
①　  放棄することのできない赤色リスト（Non-Waivable Red List）　　ここ
に掲げられたカテゴリーに属する事案は、必然的に仲裁人の公正性又
は独立性に疑念を抱かせる事項であり、これに該当する事案はそもそ
も仲裁人になる資格がない場合であり、また仲裁人として活動中でも
それを続け得ない事項である。したがってこれに該当する場合には、
当事者は利益相反違反へのチャレンジを放棄しえない仲裁手続の根幹
にかかわる極めて重要な事項である。その基本は、「何人も自己の事
件について裁判人となることはできない（nemo debet esse iudex in 
propria causa ）」とする原則である。
　 具体例：当事者と仲裁人の間に同一性がある場合又は仲裁人が仲裁手
続の当事者である団体の代表者又はその被用者である場合（Guideline, 
Part II, 1.1）、仲裁人が当事者である団体の取締役その他コントロール
権限を有する場合（1.2）、仲裁人が当事者の一方又は事件の結果につ
き顕著な経済上または人的影響力を持つ場合（1.3）、仲裁人が恒常的
に当事者又は関係会社に法的助言をしている場合又は法律事務所がそ
こから顕著な収入を得ている場合（1.4）。

②　 放棄可能な赤色リスト（Waivable Red List）　　これに関する事項は当
事者の目から見て、仲裁人の公正性又は独立性につき正当な疑念を生
じさせる潜在的要素を持つと考えられる事項であるが、当事者がそれら
の事項が存在することを明示的に承認したうえで仲裁手続を続けるので
あれば、チャレンジをする権限の放棄が許されるとされる事項である。
　 具体例：1）仲裁人と紛争との関連性（2.1）。これに属するのは、仲
裁人が事件につき当事者又は関係人に法的助言又は専門意見を与えた
場合（2.1.1）、仲裁人が以前事件にかかわっていた場合（2.1.2）。
　 2）仲裁人の直接又は間接的な事件との利害関係（2.2）。これに属す
るのは、仲裁人が、直接又は間接に当事者の株式を保有する場合
（2.2.1）、仲裁人の親密な家族が事件の結果に重要な経済的利害を有す
る場合（2.2.2）、仲裁人又はその密接な家族が、当該事件で敗れた当
事者から求償請求を受ける可能性がある場合（2.2.3）。
　 3）仲裁人の当事者又は弁護士との関係（2.3）。これに属するのは、
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仲裁人が最近当事者又はその関連会社を代理した場合（2.3.1）、仲裁
人が最近当事者の一方として関与している者の代理人をし、又は法律
事務所に助言をした場合（2.3.2）、仲裁人が当事者の一方の弁護士と
同じ法律事務所に所属する場合（2.3.3）、仲裁人が、当事者の一方の
管理機構の一員である場合又はコントロール権限を有する場合（2．
3.4）、仲裁人自身は関与していなかったにせよ、仲裁人の法律事務所
が以前すでに終了した事件に関与していた場合（2.3.5）、仲裁人の法
律事務所が最近当事者又はその関連会社と重要な取引関係を有してい
る場合（2.3.6）、仲裁人が、継続的に当事者又はその関連会社に助言
をしているが、顕著な経済的収益は得ていない場合（2.3.7）、仲裁人
が当事者の一方又はその関連会社と密接な家族関係を有する場合
（2.3.8）、仲裁人の密接な家族員が当事者又はその関連会社と重要な経
済的または人的関連性を有する場合（2.3.9）。

③　 オレンジ色リスト（Orange List）　　この事由は、当事者の目から見
て仲裁人の公正性又は独立性につき正当な疑念を生じさせ得る事項で
あるが、特にこのカテゴリーは、仲裁人に就任するにあたり開示する
ことが必要な事前開示事項である。
　 具体例：1）当事者の一方との過去のサービスに関する事項（3.1）。
これに属するのは、仲裁人が過去 3年内に当事者又は関係会社の代理
人となったこと（3.1.1）、相手方の代理人となったこと（3.1.2）、仲裁
人が過去三年内に仲裁人として当事者の一方の事件に複数回関与した
こと（3.1.3）、仲裁人の事務所が、本件と関係のない事件で仲裁人が
かかわることなく、過去三年内に当事者の一方のために又は相手方と
して訴訟行為を行ったこと（3.1.4）、仲裁人が過去三年内に他の仲裁
事件で当事者の一方の関係する事案にかかわったこと（3.1.5）
　 2）最近のサービスに関する事項（3.2）、仲裁人の事務所が最近当事
者の一方又は関係会社に、顕著な経済的利益を得ることなくまた仲裁
人の関与なくサービスを提供したこと（3.2.1）、以下略。
　 3）仲裁人と他の仲裁人又は代理人との関係（3.3）、略。
　 4）仲裁人と当事者又はその他仲裁手続にかかわる者との関係（3.4）、
略。
　 5）その他の事情（3.5）、略。
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④　 グリーンリスト（Green List）　　客観的な観点から見て利益相反の問
題の外観は有さない状況である。この事項については、仲裁人となる
ものはその開示の義務は存在しないとされる。

（4）　このようなガイドラインが掲げる事情は、直接には仲裁人又はそ
の候補者がどのような場合にその事情の開示をすべき義務を負うかを念頭
に置いて、できるだけ具体的に、開示すべき基準を明確化するために示さ
れたガイドラインである。しかし、これらの意義は、単に仲裁人又はその
候補者にとって判断に有用なだけではなく、この開示の結果当事者の一方
が仲裁人に対して異議又は不服を申し立てた場合の判断においても有用で
ある。その場合には、一方で、当事者の公正な仲裁手続を求める権利を保
障するために、仲裁人の公正性又は独立性を問題とすることができる事情
を知るための当事者の開示を要求する権利が問題となるが、他方では、当
事者が彼らの選択に従って仲裁人を選任することができるようにするため
に、仲裁人に対する不当なチャレンジを回避する必要性が存在する。この
両者の緊張関係の中でその判断がなされることになる（#2  Introduction of 
IBA Guideline 2014）。

4（1）　以上は、仲裁手続が係属中に必要な仲裁人の開示義務及びそれ
に従ってなされる仲裁人に対するチャレンジ（忌避）である。これに対し
て、仲裁人が開示義務を果たさなかったことにより当事者からの忌避申立
てがなされないままに仲裁判断がなされたが、その後にこれらの事実が初
めて判明した場合には、別途それによる仲裁判断取消の可否が問題となる。
仲裁判断の取消に関しては、専ら当事者の申立により、仲裁地の裁判所

による裁判手続によって仲裁判断に対する取消の可否が問題とされるので
あり、その手続の対象となりうる事項はわが国では仲裁法 44条 1項が定
める。そして、この規定が定める事項もまた、旧法 801条を改め概ね
UNCITRALモデル法 34条に依拠している。
本件で問題となる仲裁人に対する忌避事由に関する取り扱いは、同条 1

項 6項の「仲裁廷の構成又は仲裁手続が、日本の法令（その法令の公の秩
序に関しない規定に関する事項について当事者間に合意があるときは、当
該合意）に反するものであったこと。」に該当する事由であり、また、同
6項によれば、「裁判所は、第 1項の申立てがあった場合において、同項
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各号に掲げる事由のいずれかがあるとき（同項第 1号から第 6号までに掲
げる事由にあっては、申立人が当該事由の存在を証明した場合に限る。）は、
仲裁判断を取り消すことができる。」ことになる。
こうして現行仲裁法 44条 1項 6号によれば、仲裁廷の構成又は仲裁手

続が「日本の法令（カッコ内略）に反するものであったこと」を仲裁判断
取消理由の一つとするが、ここで問題の仲裁人の開示義務違反による仲裁
判断取消しの可否は、結局、前述の仲裁法 18条の規定に定める仲裁人の
開示義務に反してなされた仲裁手続が、「わが国の法令に反する」もので
あるか（公序に反するか）の問題となる。しかし、前述のように同規定自
体は極めて抽象的であり、それ自体からは直接有用な判断基準を示すこと
はできない。そこで、ここでこの点について手掛かりを得るためには、仲
裁判断取消の訴えの性質に遡って検討するほかはない。
仲裁判断取消の訴え（仲裁 44条）は、民事訴訟手続における再審手続

に類した手続上の性質を有する。それは、仲裁判断が、仲裁地が日本国内
にあるかどうかを問わず「確定判決と同一の効果」を有するとされている
が、これは旧法 800条に依拠しドイツ法と同様である（§ 1055 ZPO）こ
と（この点につき、河野正憲「仲裁判断の承認執行とその取消」『石川昭
先生古稀祝賀・現代社会における民事手続法の展開（下巻）』（商事法務・
2002）251頁以下、257頁以下）、仲裁手続では仲裁判断に対して上訴が許
されておらず、それに対する不服は同条に定める事項に限定されるからで
ある。なお、この点については、Gaul, Die Rechtskraft und Aufhebbarkeit 
des Schiedsspruchs im Verhältnis zur Verbindlichkeit des staatlichen 
Richterspruchs, Festschrift für Otto Sandrock zum 70. Geburtstag, 2000, S. 285, 
bes. S. 293 ff.）
（2）　仲裁人が、仲裁人に課された開示義務に違反した結果、当事者が
仲裁人の「公正性」又は「独立性」に関する正当な疑念を表明してその地
位に関するチャレンジをする機会が与えられなかった場合に、それを仲裁
判断取消しの訴えで正当に行使することが認められ、既になされた仲裁判
断自体を取り消すことが可能となるには、手続進行中に忌避権としてそれ
を行使する場合およびその可能性を広く当事者に与えて仲裁人の選任に対
する当事者の権限を保障するために仲裁人に課せられた開示義務とはおの
ずと異なった考慮を必要とする。一方で仲裁判断がなされていても、仲裁
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人の開示義務違反の結果極めて重要な手続上の瑕疵が生じておりそれが見
過ごされている場合には、公正で独立した仲裁人による適正な仲裁手続を
保障するという仲裁制度の基本原則から、その是正が必要である。しかし、
他方で、これを安易に認めれば、既に当事者間に拘束力のある仲裁判断が
なされており、その結果とくに不利な仲裁判断を受けた当事者（本件【事
実関係】（3）末尾参照）が些細な仲裁人の義務違反を理由に仲裁判断に対
するチャレンジをすることを許すとすれば、それは仲裁手続が最終的な拘
束力を有する紛争解決手段だというその存在意義を危うくされることにな
る。
（3）　そこで、仲裁人の開示義務違反と仲裁判断取消事由との関係で、
前述の 2014年改訂の IBAのガイドラインで示された事由との関係を検討
しよう。
まず、ガイドラインの①放棄することのできない赤色ラインについては、

極めて重要な手続違背があるといえる。この事例に該当するのは、「何人
も自己の事件について裁判人となることはできない（nemo debet esse iudex 
in propria causa）」とする原則であるが、これは、民事訴訟手続で発展した、
各裁判手続に共通する最も重要な手続上の基本原則の一つである。民事訴
訟法上はこれは裁判官の除斥事由であり、当該裁判官は事件に関与するこ
とができず（民訴 23条 1項 1号）、これに反すれば「法律により判決に関
与することができない裁判官が判決に関与した場合」（民訴 338条 1項 2号）
にあたり再審事由となる。仲裁手続でもこれに該当する場合は、当該仲裁
判断は取り消されなければならない。
これに対して、②放棄可能な赤色リストに該当する事由の場合、仲裁手

続でそれに該当する事由が開示されれば、その仲裁人につき当事者はその
点につき明示的にチャレンジを放棄することができる。しかしそのような
明示的な放棄がない場合には当該仲裁人は手続から排除されることにな
る。したがって、この場合当該仲裁人が当該事由の存在を認識していた場
合にはその事由を積極的に開示して、当事者の判断を仰ぐことが必要にな
る。また、仲裁人がその事由を認識していなかったが当事者が別途これを
察知して手続内でこれを主張し、当該仲裁人の忌避を求めた場合にも、当
該仲裁人につき忌避は免れないであろう。しかし、仲裁判断がなされるま
でこの事実が当事者に明らかにされないままに仲裁判断が下された場合
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に、その後にたまたまこの事実を発見・指摘して仲裁判断の取消を求める
ことは、その事由が存在するというだけではもはや、それを仲裁判断の取
消に至る法令違反にあたると断定することはできないであろう。更に、③
オレンジ色リストの場合には、その事実を事前開示事由とすることで、当
該仲裁人につき当事者がその者の仲裁人選任の可否を判断するために必要
な情報を提供する意味では極めて重要である。しかし、この事実が開示さ
れず、その結果当該仲裁人が関与した仲裁判断がなされても、そのことだ
けで当該仲裁判断を取り消すにいたるような決定的な「法令違反」にあた
る事由があったと断定することはできない。そのためには、仲裁人がなぜ
当該事実を開示しなかったのか、その具体的な事情が明らかにされる必要
があろう。

5　以上を前提に、今一度本件に立ち返ってみると、本件では上記【事
実関係】（4）に略記したように、弁護士 Dが仲裁人 Aの属する法律事務所、
しかも Aがシンガポール事務所に所属しているのに対して Dは米国ロス
アンジェルス事務所に、本件仲裁手続が進行中に所属したケースであった。
その際、Dは、本件仲裁当事者である Y1の親会社であるパナソニックを
被告とする独禁法違反に関するクラスアクションにつき、同社の代理人で
あったというのである。この事実は、一般的には上記ガイドラインから見
れば、③オレンジ・リストの、最近のサービスに関する事項（3.2）のう
ち特に、仲裁人の事務所が最近当事者の一方又は関係会社に、顕著な経済
的利益を得ることなくまた仲裁人の関与なくサービスを提供したこと
（3.2.1）に該当するともいえよう。もっとも、本件では更に一方で、大規
模法律事務所特有の、多数の、数百人又は千人をこえる弁護士がしかも各
地の事務所にグローバルに展開し、他方では、その顧客や仲裁当事者とな
る企業についても様々な企業がグループ化し、集合離散してその名称や資
本関係が変化する国際ビジネスに関する国際仲裁手続に特有の問題もあ
り、これらもまた仲裁人の開示義務の有無の判断に重要な要素となろう。
したがって、本件の事情は確かに当事者の目から見て仲裁人の公正性又は
独立性につき正当な疑念を生じさせ得る事項であり、特にこのカテゴリー
が、仲裁人に就任するにあたり開示することが必要な事前開示事項ではあ
るが、このことから当然にこの事実が開示されなかったことで直ちに法令
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違反に該当する手続上の瑕疵があったとみることはできない。したがって
この点で、最高裁が指摘するように、原審判断には行き過ぎがあるといえ
よう。ただ、この事実は、事前に開示すべき事実ではあるが、本件で仲裁
人 Aが仲裁人に選任されるに際に提出した「表明書」（本件の依拠する
JCAAの商事仲裁規則 24条の「公正独立表明書」）に付された添付書類に
記載の、「（2）K&Sの弁護士は将来、本件仲裁に関係はないけれどもクラ
イアントの利益が本件仲裁の当事者及び／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。私は、本件仲裁の係属中、かかる職
務に関与し又はかかる職務の情報を与えられることはありませんし、また、
かかる職務が、本件仲裁の仲裁人としての私の独立性及び公正性に影響を
あたえることはないと考えています。」という一般的な記載が、後に生じ
た事由による仲裁人の「公正性」又は「独立性」に対する正当な疑念を払
拭するのに十分な、その責を免除しうる記載であったといえないことも事
実である。この点に関して本件で最高裁は、本件事実が生じたのち仲裁人
Aが、「本件事実を認識していたか否か」を明らかにすること（前記③）、
Aが所属する弁護士事務所 K&S において本件事実が認識されていたか」
（前記④）、「K&Sにおいて、所属する弁護士の間の利益相反関係の有無を
確認する態勢がいかなるものであったかについても判然としないこと」を
具体的に挙げ、これらの解明を X1X2に求めたのは正当であったといえよ
う。これらが解明され、Aによる本件不開示が「法令違反」と評価される
重大な手続違背と判断されて初めて、本件仲裁判断は取り消されることに
なる。
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