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Ⅰ　はじめに

　国際商事仲裁（以下、国際仲裁と略す）と国の司法裁判は、紛争解決の

手段としては厳格に区別される一方、内在的な関連性をもつ。国際的要素

が介在している関係で、仲裁過程及び仲裁判断について、国家が領域管轄

権を根拠に、国内の出来事としてそれらを規律する権限を主張できるだけ

でなく、状況によっては、規律する現実的必要が認められる。各国の対応

方法に一定の相違がみられるものの、仲裁は、必ず何らかの形で、国家権

限とりわけその司法権限の監督下に置かれる。近時の傾向として仲裁の自

律または非内国化が提唱されているが、仲裁による紛争解決は依然として
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仲裁地と仲裁判断執行地の法律やその権限とりわけ司法の援助に頼り、そ

の規律に服従しなければならない 1。換言すれば、裁判所と仲裁の権限の

抵触が多様な形で引き起こされ、両者の関係がしばしば具体的な形で決定

されなければならない 2。

　国際仲裁は、非政府的な決定権者の手により法的に拘束力のある執行可

能な判断を下し、合意を基礎にした紛争解決の手続の一つであり 3、当事

者に対する仲裁廷の権限が直接当事者間の仲裁合意から引き出され、仲裁

の進行に対する実質的コントロールを当事者に認めている私的な紛争解決

手段である 4。合意を基礎にした紛争解決であるとはいえ、国際仲裁は、

国内法と国際法の複雑な組み合わせを通してはじめて拘束力の効果を生み

出し、その紛争解決の目的を達成するものである。仲裁人の公正性と独立、

仲裁合意の存在、仲裁の管轄権管轄、仲裁判断の取消及びその承認・執行

に対する裁判所の取扱いと決定が拘束力のある国際条約によって統一の規

則をもって完全には規律されていない現状の下では、仲裁に関連する司法

管轄権のあり方は国によって異なり、しかも直接仲裁裁判の実効性に影響

を及ぼすものとなる。他方、国際商業会議所仲裁（ICC）、アメリカ仲裁協

会（AAA）、ロンドン国際仲裁裁判所（LCIA）、中国国際経済貿易仲裁委員

会（CIETAC）などの諸国の主要な仲裁機関は、仲裁の手続問題を規律する

ためのその自らの仲裁規則に従って仲裁を行い、具体的事件に関しては、

仲裁廷に対して一定の監督も行う。このように、国の司法権との複雑な関

1 Joshua Karton, The Culture of International Arbitration and the Evolution of 
Contract Law (Oxford University Press, 2013), pp.124-134.
2 International Law Association, Final Report of the International Arbitration 

Committee on Lis Pendens and Arbitration, Report of the 72nd Conference, Toronto, 
June 2006, pp.186-204, available at <www.ila-hq.org/en/committees/index.cfm/cid/19>.
3 Georgios I. Zekos, International Commercial and Marine Arbitration (Routledge  
Cavendish, 2008), p.34.
4 具体的には、仲裁人の数・選任、機関仲裁またはアドホック仲裁の選択、

仲裁地、仲裁用語などは、すべての当事者の合意によって決定されることとなっ

ている。Margaret L. Mosies, The Principles and Practice of International Commercial 
Arbitration (2nd ed.) (Cambridge University Press, 2012), pp.1-3, 46-47.
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係が認められるものの、国際仲裁は、公共の司法訴訟に次第に接近する傾

向を示し、より厳密な法的手続きになりつつある 5。

　そもそも、仲裁と司法の関係は、一般に抵触を引きこすものではない。

国際商事紛争の解決に関して、仲裁と司法は多くの場合、代替可能な地位

にあり、仲裁に対する裁判所の基本姿勢も、そうした両者関係の本質から

一定のヒントを読み取るべきである。換言すれば、迅速な紛争処理と正当

性との均衡が裁判所と仲裁の関係の構築において重要である 6。仲裁と司

法の関係は、主に仲裁に対する司法の支援と監督という 2つの側面から現

れ、各国の法制度における仲裁の位置付けと密接に関連し、それゆえ仲裁

判断の執行といった国際条約によって規律される問題を除き、国によって

異なるものである。

　理論上、仲裁への裁判所の支援は、紛争解決過程の完結に対する仲裁の

権限の不足を補うものとして理解される。まず、暫定保全措置に対する迅

速な対応、とりわけ仲裁廷の構成に必要とされる期間の暫定措置の対応で

ある。常設の司法機関として裁判所はそうした要求に も適切に対応でき

る。また、仲裁廷の執行権限の欠落である。国の仲裁法は、仲裁の執行を

認めているとしても、直接仲裁廷に強制執行の権限を認めているわけでは

ないため、仲裁判断の執行は、裁判所の権限による担保を必要とする。さ

らに、仲裁廷の権限は、仲裁協定の当事者に限定し、第三者に対する権限

をもたない。この権限の限定は、一部の紛争の解決に裁判所の支援を必要

とする。通常、利益関係の第三者が仲裁手続への参加を求めた場合、仲裁

廷の対応が困難となるのである 7。

　こうして、実効的な紛争解決の手段を完結させるためには、司法の支援

5 Georgios I. Zekos, supra note 3, p.36.
6 George A. Bermannt, “The "Gateway" Problem in International Commercial 

Arbitration”, The Yale Journal of International Law, Vo.37 (2012), p.3.
7 Jan K. Schaefer, “Court Assistance in Arbitration: Some Observations on the Critical 
Stand-byFunction of the Courts”, Pepperdine Law Review, Vol.43 (2015-2016), pp.524-
530.
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が不可欠である。それがゆえに、仲裁に対する司法の監督もその支援の一

環として展開されるのである。結局、仲裁と司法の関係は、司法の支持・

支援だけでなく、監督としての司法審査・介入の側面を不可避的に有する。

こうした関係について、中国では、司法審査という用語が広く使われ 8、

英語圏でも Judicial review という用語がよくみられる 9。本論稿でも、仲

裁に対する裁判所の支援と監督を含む、広い意味で司法審査という用語を

用いる。

　国際仲裁と司法の関係を一定の国際共通の原則に基づいて調整すること

が古くから条約や国際法文書の課題とされてきた。今のところ、外国仲裁

判断の承認及び執行に関する条約（1958年、以下ニューヨーク条約と略す）

をはじめ仲裁判断の承認・執行に関して条約を通して一定の国際共通の基

準が設けられる一方、国際仲裁に対する国家の司法権の介入に一定の制約

を提唱する UNCITRAL モデル法 10  も広く受け入れられ、多くの国が条約

やモデル法を念頭に自国の仲裁法を制定・修正し、条約やモデル法の基本

要求に沿って仲裁と司法の関係を構築してきた。ただ、条約やモデル法は、

仲裁と司法の関係を統一的に規律するものではなく、それゆえ、この関係

を捉えるためには、諸国の条約の具体的な適用状況とモデル法の受容状況

を把握することや仲裁過程に対する司法権限の行使状況を解明することが

必要不可欠となる。　

　本研究は、多様な形態を呈している国際仲裁と司法の一般的な関係を念

頭に、中国におけるその関係の具体的な展開を検証することを目的とし、

検証においては、中国がどのようなプロセスをたどって、どのような理念

の下今日のような仲裁と司法の関係を築いてきたかを重点に置き、それを

通して中国の司法審査の特徴と現状を把握する一方、その発展の趨向をも

8 例えば、『最高人民法院关于正确审理仲裁司法审查案件有关问题的通知』（法

（2013）194号）。

9 Georgios I. Zekos, supra note 3, p.51.
10 UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration (1985, 2006年修

正 ). http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration.html から入手可能。
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明にしていきたい。第Ⅱ節では、司法審査の一般原理を簡潔に解明した上、

中国における司法審査の捉え方及び現実の課題を分析する。第Ⅲ節では、

仲裁に対する中国の司法審査の手順及び基準を分析する。 後に、仲裁に

対する司法審査の国際的流れを取り入れながら、鮮明な特徴を保ってきた

中国の国際仲裁の司法審査制度の妥当性及び解決すべき課題を解析する。

Ⅱ　司法審査の法的性格と構造

　

　1　司法審査制度の基本原理

　諸国の司法審査制度は、仲裁過程のいろんな段階に関連し多様な形で存

在する 11。この現実は、基本的に仲裁による紛争解決の 終性と公正性と

の間にどのような均衡を保つべきかに対する諸国の異なる捉え方及び実践

に由来する。換言すれば、仲裁判断の 終性と公正性との緊張関係をいか

に構築するかが、仲裁判断に対する司法審査のあり方を評価することに関

して重要な意義をもつ 12。

　かつて司法審査は、仲裁の現地化と司法の国家主権的側面を強調し、国

際仲裁に関して厳しく行われるべきだとされてきた。仲裁が国家の司法権

に対する減損として受け取られ、仲裁当事者の意思自治の権利及び仲裁廷

の仲裁権限がすべて国家の司法主権に由来し、司法主権の移譲の一環とさ

11 William G Bassler, “The Symbiotic Relationship between International Arbitration 
and National Courts”, Dispute Resolution International, Vol.7 (2013), pp.104-105.
12 裁判の仲裁へのかかわりが 4つの段階に分けられる。①当事者の一方が仲

裁協定の有効性に異議を捉えた場合、裁判所は仲裁廷設置前に介入する可能性

がある。②仲裁の開始にあたり、裁判所は、仲裁人の選出やそれに対する異議

を取り扱う形で仲裁を支援することが可能である。③仲裁過程において、裁判

所は、仲裁人が強制執行できないような命令を下すことが可能である。④仲裁

判断の執行段階において、裁判所は仲裁判断の承認・執行について判断を行う

こととなる。Hossein Abedian, “Judicial Review of Arbitral Awards in International 
Arbitration: A Case for an Effi cient System of Judicial Review”, Journal of International 
Arbitration, Vol.28, no. 6 (2011), p.554.
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れる。それゆえ、仲裁は、訴訟の一つの独特の形態であり、仲裁契約は

協定の形で仲裁人に対する国家の司法権限の移譲を記録したものとされ

る 13。

　貿易のグロバール化と国際投資の自由傾向が鮮明になるにつれ、司法の

監督は、より当事者の意思を尊重する方向に傾くようになっている。ひい

ては、国際仲裁の非現地化または非内国化を認めるべきだとする考えも現

れる 14。その理解によれば、仲裁人または仲裁廷の権限は、仲裁地国の容

認や権限移譲に由来するものではなく、私人間の合意に由来するものとな

り、それゆえ、仲裁が国家の司法主権の移譲によるものであるという認識

が強く否定され、迅速、実効及び自治という仲裁による紛争解決の目標か

ら見れば、そうした主権論争や公共正義の価値論争はそれほど重要な意義

をもつわけではないとされている 15。こうした認識の下では、仲裁がどの

ように行われるべきかにつき、当事者が制限を受けない自治権を有し、ひ

いては仲裁判断が仲裁地で取り消されたとしても、他国の裁判所が依然と

して仲裁の自治的性格を認め、その判断の執行を認めることができること

となる 16。

13 そうした考え方に対する批判について、Geoffrey M.Beresford Hartwell, 
“Arbitration and the Sovereign Power”, Journal of Interational Arbitration, Vol.17(2) 
(2000), pp.11-18.
14 国際仲裁の非現地化とは、①仲裁の領域の手続規則または地理的審判地の手

続規則からの分離、②すべての特定の国内法の領域の手続規則または地理的審

判地の手続規則からの分離、③仲裁地の実体法からの分離、④すべての国の国

内実体法からの分離を意味するものである。Olakunle O. Olatawura, “Deloelocized 
Arbitration under the English Arbitration Act 1996: An Evolution or a Revolution ?”, 
Syracuse Journal of International Law and Commerce, Vol.49 (2003), p.51.
15 Pippa Read, “Delocalization of International Commercial Arbitration:　Its　
Relevance in the New Millennium”, The American Review of International Arbitration, 
Vol.10 (1999), p.177.
16 Putrabali 事件において、フランス破毀院は、IGPA 規則に基づいた仲裁判断

の承認・執行の請求に関して、仲裁地国で取消となった仲裁判断の執行を認め

る画期的な判決を下した。破毀院はまず、国際仲裁判断は、いかなる国の法シ

ステムにも錨を下していないものであるとし、国際的な裁判判断として仲裁判

断を位置づけた。かつてから、破毀院は、仲裁判断の承認・執行の理由に関して、
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　こうして、仲裁と司法の関係は、国際仲裁の法的性格についての捉え方

によって大きく影響される。仲裁の性格付けあるいは仲裁の基本原理は、

国際商事紛争解決における仲裁人が利用できる法的及び非法的尺度の認定

に関して決定的意義を有し、仲裁に対する国家の司法審査の形式と内実に

も影響を及ぼす。そうした原理は、仲裁人の法的地位だけでなく、仲裁実

施の特定国における仲裁人の自治にも影響を及ぼす。理論上、そうした原

理の具体的内実として、主に①国内法及び裁判所を通して、その領域内に

行われる仲裁を規律する主権国家の支配権と監督権を強調する領域管轄権

原理、②当事者自治こそ仲裁の本質であるとする契約原理、③契約と領域

管轄権の混合理論、④仲裁の非内国化に重点をおき、仲裁地法の制約を受

けない自治的制度として仲裁の法的性格を捉える自治原理及び⑤コンセッ

ション理論がある 17。

　仲裁の性格をどう捉えるべきかという理論的探求は、諸国の実行を検証

の素材としている一方、仲裁の発展趨向の分析にとって重要である。理論

モデルの展開からもわかるように、諸国は基本的に、仲裁の契約原理と管

仲裁判断はその仲裁地国の法システムへの編入をもたないことをすでに挙げ

たが、Putrabali 事件では、仲裁判断はいかなる国の法秩序にも編入されてい

ないものであると判示した。つまり、仲裁判断は、仲裁地の法からの自治を

有するだけでなく、すべての国の法秩序からの自治をも有する。これはつま

り、国家の法秩序から独立する仲裁の法秩序の存在を確認したものである。こ

のような考えは、国際商事仲裁の発展に大きな影響を与えるに違いない。次

に、破毀院は、仲裁地国において取消とされた仲裁判断に執行を認める上訴

裁判所の判断を支持した。その理由は、仲裁判断は国際司法判断であるとい

うことである。つまり、国際仲裁判断は、司法判断そのものとして認識さ

れ、その承認・執行は、いかなる国の裁判所の加護も要らないのである。国

際仲裁判断を国際司法判決とみなしたことは、国際仲裁秩序の存在を認める

直接の効果をもたらす。それゆえ、執行を請求された国だけがどのような理

由でその執行を認めるかを決定することができる。Philippe Pinsolle, “Recent 
Significant French Judicial Decisions Involving International Arbitration”, in Arthur 
W. Rovine, Contemporary Issues in International Arbitration and Mediation: The 
Fordham Papers, Volume 2 (2008) (MartinusNijhoff Publishers, 2009), pp.116-118.
17 Emilia Onyema, International Commercial Arbitration and the Arbitrator's Contract 
(Routledge, 2010), pp.32-40.
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轄権原理の間に一定の妥当な均衡を見出そうとしてきた。実行上、仲裁が

何らかの形で国の立法及び司法のコントロールの下に置かれているのが現

状であり、司法審査がその重要な一環である。その必要に関して、仲裁規

範及び手続きの公正性の確保 18、暫定措置など司法の支援の必要性、仲裁

権限の由来及び仲裁判断の執行などが具体的な事項としてあげられる。

　司法審査は、仲裁の利便性と信頼度を制約し減損する働きを有するため、

適切な度合いをもって行われるべきである。仲裁の有効性・終局性と公正

な展開に関して均衡の取れた理解が重要である。学説上、仲裁の実体内容

の司法審査に関して、仲裁の公正の実現、仲裁判断の整合性の維持 19、国

内法適用の確保、公序または強行規範の効力の維持、当事者の契約自由に

対する尊重といった点が強調される 20。ただ、仲裁の実体内容に対する司

法審査を反対する意見が根強く存在する。実体内容に対する司法審査は不

可避的に仲裁に埋め込まれている価値判断を損なうものとなるからであ

る 21。

　そのため、裁判所は仲裁判断の実体的内容の正しさの審査について控

えめな立場をとるべきである。これは広く認められる国際仲裁の基盤的

原則とされる 22。実行上、国際仲裁に関する規律の国際的統一の展開によ

り、主に手続問題に限定するような司法審査が強調されている。1958年

のニューヨーク条約や 1965年のワシントン条約は、公序や管轄可能性を

18 Jay R. Sever, “The Relaxation of Inarbitrablitity and Public Public Policy Checks 
on U.S. and Foreign Arbitration: Arbtration out of Control?” Tulane Law Review, Vol.65 
(1991), p.1661.
19 Alan Redfem and Martin Hunter, Law and Practice of Intemational Commercial 
Arbitration (Third  Edition), (Sweet & Maxwell, 1999), p.434.
20 Mauro Rubino-Sammartano, International Arbitration Law and Practice (Kluwer 
Law International, 2001), pp.85, 503-504.
21 実体内容についての裁判所の司法審査が妥当であるかどうかをめぐる議論

について、ibid., 407-413.
22 Irene M. Ten Cate, “International Arbitration and the Ends of Appellate Review”, 
Newyork University Journal of International Law and Politics, Vol.44 (2011-2012), 
p.1123.
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除き、仲裁判断の実体内容に対する司法監督の権限を明確に排除し、仲裁

判断の承認・執行の拒否に関する理由を具体的に列挙することにより、執

行地の裁判所の権限を厳しく制限した 23。また、　UNCITRAL 仲裁モデル

法 5条の規定では、明確な授権がある場合を除き、この法に規律される事

項について、裁判所は干渉してはならない。モデル法 34条と 36条におけ

る仲裁判断の取消や承認・執行の拒否に関する裁判所の権限が定められて

いるが、それも、また主に仲裁手続の事由によるものとなっている。手続

事項に限定する司法権限の設定は多くの国の仲裁立法にもみられる。

　他方、条約やモデル法において、仲裁判断に関する実体内容の司法審査

は、公序及び仲裁可能性に限定される（条約 5条 2項、モデル法 34条（1）

（b）と 36条（1）（b））。実体内容の司法審査は、ニューヨーク条約 5条に対

する広い解釈を取る国において生じやすい。例えば、ONGC 事件（Oil & 

Natural Gas Corporation Ltd v. Saw Pipes Ltd （2003） 5 SCC 705 （India））にお

いて、インド 高裁判所は、公共政策に反する理由で、国際仲裁の判断の

執行を拒否した。この事件において、紛争にかかわる実質的問題の決定に

適用される法はインド法とされたため、インド 高裁判所はこれに対する

司法審査を行い、仲裁人がインド法の適用において誤りを犯したと結論付

けた。その結果、インド法の適用の過ちを犯した仲裁判断の執行を認める

ことは、インドの公共政策に反するものとなるという判決を下した。条約

の締約国としては、条約上の義務を国内法に編入させるべきであるが、条

約の遵守履行の課題として、仲裁判断の司法審査に関していえば、条約の

制限に対する拡大的解釈は容易に回避できるものではない 24。

　このように、仲裁と司法の接点は、仲裁判断が司法を通して裁判所所在

23 Thomas E. Carbonneau, “At the Crossroads of Legitimacy and Arbitral Autonomy”, 
American Review of International Arbitration, Vol.16 (2005), p.213.
24 Andrew Stephenson, Lee Carroll and Jonathon Deboos, “Interference by a Local 
Court and a Failure to Enforce: Actionable under a bilateral investment treaty?” in 
Chester Brown, Kate Miles, Evolution in Investment Treaty Law and Arbitration 
(Cambridge University Press, 2012), pp.430-431.
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地国の国内法における権威を獲得する必要性から見出される。当事者が選

択した仲裁人によるものであるがゆえに、仲裁判断は、それに権威の付与

を認める特定国の国内法を通さなければ、いかなる当事者間関係を超越す

るような客観的権威も有しない。国際仲裁に対する諸国家の支援的姿勢の

確立や仲裁判断の承認・執行に関する条約の締結を通して、仲裁判断は、

司法判決よりも、一般に他国において承認・執行を認められやすくなって

いる。しかし、その国際的執行性の付与は、その内容や条件に関してある

程度の司法審査がなければ、そう簡単に与えられるものではない。司法審

査は、通常仲裁判断がなされた後に行われるが、仲裁過程での問題の一

部、例えば管轄権管轄や暫定措置などが司法の監督下に置かれることもあ

る 25。また、どのような範囲で、そしてどのような手続きで司法審査を行

うかは、各国によって大きく異なるものである 26。

　2　中国における司法審査の位置付けと課題

　仲裁の司法審査に関して、中国は、およそ国際的に広く認められている

実行とりわけ大陸法系の実行に沿う形で 27、意識的に仲裁の自律性を高め

るよう国際的傾向に合わせ、自らの仲裁法令や実行を改めてきた。

　（1）　渉外仲裁の特別扱い

　開放政策以前の中国では、仲裁制度は、2つの異なるルーツを辿って展

開されてきた。一つは、国内社会の経済紛争を解決するための国家の経

済関連の行政機関による仲裁である。この仲裁制度は、1970年代までは、

経済紛争を処理するための排他的権限をもち、国家経済貿易委員会及びそ

25 Emmanuel Gaillard, John Savage eds., Fouchard, Gaillard, Goldman on 
International Commercial Arbitration (Kluwer Law International, 1999), pp.885-886.
26 Ibid., p.887.
27 An Chen, The Voice from China: An CHEN on International Economic Law 
(Springer, 2013), p.586.
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の各地方の支局による司法の一形態をとっており、その後 1983年までで

は、司法裁判による処理に進める前にまず利用されるべき紛争処理手段で

あった。つまり、仲裁判断に不満をもつ当事者がもう一度裁判所による審

理を求めることができるものであった。そして、それから仲裁法が制定さ

れる前までの 10年あまりの期間において、仲裁は、司法裁判の前置手続

として位置づけられ、当事者の選択できる紛争処理手段の一つとなったが、

国家工商局及びその各地方の支局による仲裁の判断に関しては、裁判所が

上訴機能をもつ。このように、国内仲裁は、行政による司法の一形態であ

り、厳格な国家管轄権配分原理によって規律され、紛争当事者の合意に基

づく裁判ではなかった 28。

　もう一つは、中国国際経済貿易委員会の下で 1956年に設置された中国

国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）の仲裁である。この仲裁は、長い間渉

外仲裁を専管事項として取り扱ってきており、国内仲裁と異なる鮮明な特

徴が認められる。まず、当事者の合意は、仲裁管轄権の決定にとって不可

欠の要素であり、また、仲裁人については、行政的に指定されるのではな

く、当事者による合意によって選定される。特に、仲裁判断は、国内仲裁

と異なり、裁判所への上訴が認められず、 終かつ有効なものであり、履

行されない場合は、裁判所に執行を求めることができる 29。

　二つの異なる源流を汲んだ中国の仲裁展開の歴史は、仲裁と司法の関係

に大きな影響を与え、現行仲裁法においても、国内仲裁と渉外仲裁が国際

条約や国連の仲裁モデル法の導入によって一定の共通性をもつようになっ

たが、仲裁と司法の関係に関しては、依然としてそれぞれ鮮明な特徴を有

する。

　渉外仲裁は、中国の視点からみたものであるが、疑いなく国際仲裁の一

28 中国における仲裁制度の史的展開について、Wang Wenying, “Distinct Features 
of Arbitration in China: A Historical Perspective”, Journal of International Arbitration,  
Vol.23, no.1 (2006), pp.49–80.
29 Ibid., 62-65.
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形態であり、中国の司法審査に二重構造をもたらす重要な要素であるだけ

でなく、その制度特徴の定着と課題の顕在化にも大きな影響を与えている。

渉外仲裁は、2または 2以上の国に関連する法主体にかかわり、広い意味

で国際仲裁に属するものである。ただ、渉外仲裁の判断は、国際仲裁の判

断と同等のものではない。渉外仲裁は、国内商事仲裁に相対する概念であ

り、国内法に基づいて国内の仲裁を純粋な国内商事仲裁と渉外商事仲裁に

分けたことに由来するが 30、国内仲裁に関して、渉外要素をもって異なる

司法審査の制度を設けることについて批判も多くみられる。そもそも渉外

性は、一定の特徴を仲裁に持ち込むものであるとはいえ、仲裁の基本的特

徴、その存在意義及び遵守すべき基本原則といった点に関して、本質的な

相違をもたらすものではない。

　現行仲裁法（1994年制定、2009年修正、2017年二次修正）において、

国内か渉外かをとわず、仲裁は終局性をもつ。仲裁法 9条の規定では、仲

裁は一審終審の制度を取り、仲裁判断がなされた後、当事者は同一紛争に

つき再び仲裁を申請しあるいは裁判所に訴訟を提起する場合、仲裁委員会

または裁判所はそれを受理しない。また、民事訴訟法（1991年制定、2012

年修正 31）273条の規定では、中国の渉外仲裁機関によって判断されたも

のについて、当事者は裁判所に提訴することができない。仲裁判断に対す

る裁判所の監督は、基本的に事後的監督の原則を貫く。つまり、仲裁判断

が下された後、当事者の判断取消または執行要請の申し立てを受けてはじ

めて司法監督が行われるということである。

　中国における仲裁発展の経緯の影響で、純粋な国内仲裁と国際仲裁に関

して異なる審査制度が設けられ、渉外仲裁が特別規定に従って行われる。

渉外仲裁の取消は仲裁法 70条で規定されているが、この条項は、民事訴

訟法 274条の渉外仲裁判断の執行拒否の事由に該当する場合、渉外仲裁判

30 陈治东『国际商事仲裁法』（北京 : 法律出版社、1998年）345頁。

31 以下、特定した場合を除き、民事訴訟法条文の引用は、すべて 2012年修正

による。
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断の取消ができると定めているだけで、国内仲裁判断の取消を定める仲裁

法 58条の構造と異なり、具体的な事由を列挙していない。そもそも、民

事訴訟法では、渉外仲裁の取消に関する規定は存在しない。ちなみに、国

内仲裁の取消を定める仲裁法 58条は、民事訴訟法 274条を援用するので

はなく、6つの具体的事由を設け、判断にとって決定的意義のある証拠の

偽造、証拠の意図的隠し及び仲裁人の汚職といった仲裁判断の実体的内容

にも関連する事由をも含んでいる。また、国内仲裁判断の執行拒否事由は

民事訴訟法 237条と仲裁法 63条で規定されている。

　このように、純粋な国内仲裁判断に関しては、手続問題に限定せず、実

体的側面についても司法監督が遂行されるのに対して、渉外仲裁判断の司

法審査は、手続的事項に限定し、仲裁判断の実体的誤りを理由に、その執

行を拒否しまたはそれを取り消すことは認められない 32。換言すれば、裁

判所は、国際仲裁判断に関して実体的事項について審査を行ってはいけな

いということである。

　渉外仲裁と国内仲裁を分けて取り扱うことの背後には、国内仲裁が公権

力の監督を受けなければ自律的な紛争解決手法として十分な信頼を確立で

きないという法の実施にかかわる現実的な難問が存在する一方、渉外仲裁

に必要不可欠の信頼性を高めるためには、国際的趨向に適した紛争解決手

段として十分な自律性をもたせなければならないという判断がある。その

意味で、単純な国際的比較だけでは十分でなく、むしろ中国における仲裁

展開の歴史及びその国内仲裁が抱えている課題も視野にいれて、はじめて

中国における国際仲裁と司法の関係を適切に捉えることが可能となる。

　特に、諸国において一般に遂行されているやり方とも異なり、中国仲裁

法において、渉外仲裁判断の取消に関しては、公序に基づいた司法審査の

規定は明確に設けられていない。つまり、仲裁法 70条は、仲裁判断の取

消に関して民事訴訟法 274条 1項を援用することにとどまり、その 2項

32 渉外仲裁に関する特別規定を定める仲裁法第 7章。



八
三

14 国際商事仲裁と司法裁判の適切な関係（王）

で定められる社会公共利益の援用について沈黙している。また、渉外仲裁

判断の執行について定めた 71条も同様な形で民事訴訟法を援用している。

これは、公序を司法審査の事項としている純粋な国内仲裁とも異なってお

り、制度上の大きな欠陥とされている。学説上、条約、モデル法及び諸国

の仲裁立法を比較研究の視点から分析しこうした立法上の不備が大きな問

題とされ、ただちに見直されるべきと主張されてきた 33。にもかかわらず、

仲裁法の制定から 20年数年経った今でも、修正する動きがみられず、む

しろ、中国の渉外仲裁の一つの鮮明な特徴となり、法制度上だけでなく、

実行上、仲裁判断の取消に関しては維持されている。公序を理由に渉外仲

裁の取消を求める請求は、法的根拠を有せず、裁判実務では、当事者によ

る公序の抗弁がなされたとしても、裁判所は例外なく法的根拠を有しない

ものとして当然の如くそれを退いてきた。 高法院もそうした対応を確認

した 34。これとは対照的に、渉外仲裁判断の執行に関する公序の抗弁は、

民事訴訟法 271条 2項を根拠に、司法審査の対象とされてきた。結果的に、

仲裁法 71条の限定的援用が欠陥条項として無視されてきたといえる。

　このように、ニューヨーク条約や UNCITRAL モデル法を一つの基準と

して捉えた場合、中国において、国内仲裁に対する司法の監督はより厳し

い姿勢をとっているのに対して、渉外仲裁に関してはより緩めた形で定め

られている。なぜそうした一般的基準や諸国の実行と異なり、純粋な国内

33 汤庆发、翁晓健「论公共秩序审查和中国仲裁的司法监督」『中国司法』2003
年 9期 56-57頁。

34 例えば、加拿大利亚贸易公司与英属维尔京群岛利亚资本公司申请撤销南京

仲裁委员会（2007）宁裁字第 266-35号裁决纠纷案。この判決は、江蘇省高等人民

法院の示範判例として公表されたものである。渉外仲裁判断の取消事由に関し

て、申請人が公序違反を事由として申請したが、裁判所は、仲裁法 70条及び民

事訴訟法 258条 1項の規定を根拠に、それについて一切受理しない立場を示し

た。具体的にみると、申請人は、株式譲渡協定の補充協定が審査手続きを経て

いないため効力を生じていないにもかかわらず、仲裁廷がそれに基づいて判断

を下したことは、社会公共利益に違反するものであると主張したが、裁判所は、

こうした手続以外の事由は、2007年民事訴訟法 258条 1項規定に属さないもの

であるため、これについて一切審理しないこととした。
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仲裁と渉外仲裁を区別して異なる司法審査制度を設け、しかも純粋な国内

仲裁の司法審査制度が諸国の制度により近親性をもち、渉外仲裁の司法審

査はまさしく中国の独特なものとして浮いた存在となっているか。その

大な理由は、渉外仲裁を担う仲裁機関が裁判所の地域保護主義の弊害に対

する強い不信に由来するものである。中国の裁判官は、国家によって統一

的に任官されるのではなく、各省・自治区・直轄市に任命される。それゆ

え、地域保護主義の弊害が生じやすい。そうした考えの影響で、仲裁人の

汚職などの仲裁判断の実体内容にかかわる渉外仲裁の公正性の担保は、結

果として全国的な組織たる仲裁機関に委ねられることとなった。仲裁法は、

渉外仲裁展開の歴史を考慮に入れ、このような考えを強く反映した。むろ

ん、これに対して、強い批判があり、すべての法違反が審査され是正され

るべきという基本原則に基づき、渉外仲裁にも純粋な国内仲裁に対して実

施されていると同様な司法審査の制度が適用されるべきだと主張されたの

である 35。

　実際、1994年の仲裁法制定の過程で、仲裁判断の取消に関して司法審

査を導入すべきかどうかに関して、論争が起こり、判断の執行に対する司

法審査があれば、判断取消の審査は必要ないという意見もあった。議論の

末、それまで中国の仲裁関連立法の中に存在しなかった判断の取消に関す

る司法審査が規定されることとなった。ただ、渉外仲裁に関しては、司法

審査が導入された一方、審査基準・範囲は、純粋な国内仲裁と異なるもの

となった 36。その背後には、渉外仲裁を一手に引き受け、仲裁法制定まで

の数十年間、仲裁判断の取消に関して司法の監督を全く受けてこなかった、

CIETAC の存在が極めて大きかったと思われる。その実績及び慣行に対す

る評価は、CIETAC による渉外仲裁を「浄土」の境地に押し上げたのであ

る 37。

35 これについての詳細な分析について、An Chen, supra note 27, pp.591-218.
36 杜焕芳「中国涉外仲裁裁决的撤销问题及其完善」『仲裁与法律』2002年第 5期。

37 渉外仲裁を一つの聖域または浄土として例外的審査制度が維持されるべき
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　果たして、これにより、一部の学者が懸念するように、違法行為が規律・

是正されない事態は起るか。今のところ、それに対する唯一の歯止めは、

中国の仲裁機関の職権と責務に求められることなる。そもそも、立法上、

純粋な国内仲裁を諸国の立法や UNCITRAL の規定とほぼ同様な基準で司

法監督の下に置く一方、渉外仲裁に関しては、司法審査の権限範囲が大き

く制限されている点からみれば、渉外仲裁を担う仲裁機関に対する立法機

関の信頼が非常に厚い。司法審査ではないが、仲裁機関は、仲裁廷に対し

てその独自の監督権限を有する 38。

　結局、仲裁法の条文規定からみれば、渉外仲裁判断の取消に関しては、

民事訴訟法の公序規定は適用されない。その原因は、純粋な国内仲裁と渉

外仲裁に関して立法上異なる規定を設ける発想に由来すると思われるが、

その正確な意味及び妥当性に関して、論争が生じた。賛成する学者の意見

では、仲裁法は、特別法であり、一般法の効力に優先するため、民事訴訟

法によって裁判官に付与された公序違反の審査権限を取り上げたというこ

ととなる 39。これに対して、条文の規定の解釈から簡単に結論を出すべき

ではないという意見もある。つまり、公序は各国法の共通制度であり、一

部の国においてみられるように、立法上公序の規定が存在しなくても、裁

判所は依然として必要に応じて公序を適用することができるのである。ま

た、現実として仲裁廷は公序に違反する仲裁判断を下す可能性があり、こ

のような可能性は仲裁法制定前でも存在し、仲裁法の成立によって消え去

れることもない。公正性を維持するために、仲裁法は裁判所の公序適用の

権限を取り上げたと解することが妥当ではない。しかも、法理論及び国際

的実行からみれば、渉外仲裁判断には社会公共利益条項が適用されるべき

であり、公序条項に基づいた司法審査が重要である。

という考えに対する批判及び立法修正の要請と理由について、An Chen, supra 
note 27, pp.608-618.
38 例えば、CIETAC 仲裁规则（2014修订）の 6条（仲裁協定と（または）管轄権

の異議）、51条（仲裁判断案の審査）。

39 高菲『中国海事仲裁的理论与实践』（中国人民大学出版社会、1998年）434頁。
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　これに関連して、 高人民法院が 2006年出した仲裁法適用に関する問

題の解釈 17条は、次のように定めている。「当事者は、仲裁法 58条また

は民事訴訟法 260条に規定される事由に属さないものを根拠に仲裁判断の

取消を求めた場合、人民法はこれを支持しない。」40  やや不思議なことに、

この条項は、渉外仲裁判断の取消に関する仲裁法の規定と異なって、民事

訴訟法 260条（現 274条）1項に限定しておらず、ただ単に 260条に規定さ

れる事由だけ言及した。これは、仲裁法に対する明確な修正であれば、立

法の視点から見れば、明らかに問題である。他方、もし確定的に渉外仲裁

判断の取消に関して社会公共利益原則が適用されるべきとすれば、解釈の

条文上、これを明確に示すべきである。

　また、正式な法解釈の形式をとっていないが、上記法解釈の理解と適用

に関する 高法院研究室とその民事審判第 4法廷の認識では、この 17条

の解釈は、仲裁法 70条の規定と異なり、民事訴訟法 260条 1項に限定せず、

その 260条を援用したため仲裁判断は、国内仲裁か渉外仲裁かを問わず、

国の社会公共利益に反してはならないのである。これは、つまり、当事者

は、渉外仲裁判断が社会公共利益に反したことを理由に人民法院に審査を

求めることができることを意味する。それゆえ、もし人民法院が、渉外仲

裁判断が国の社会公共利益に違反したと認定した場合、それを取消すべき

である。この司法解釈は、立法の不足を補うものとされている 41。しかも、

17条解釈に関してもう一つの重要な点は、仲裁人の賄賂要求・収受、私

利のための不正、恣意的な法適用に関して、当事者は、「仲裁手続きが仲

裁規則に適合していない」ことを理由に、仲裁判断の取消を求めることが

できるとされている点である 42。これは、結果的に渉外仲裁判断に関して

実体的審査を可能にし、仲裁判断の公正性の維持を裁判所の手に委ねるも

40 2006年「 高人民法院关于适用〈中华人民共和国仲裁法〉若干问题的解释」

（法释〔2006〕7号）（以下、2006年司法解釈と略す）17条。

41 沈德咏、万鄂湘主编『最高人民法院仲裁法司法解释的理解与適用』（人民法

院出版社、2015年）145頁。

42 同上 144頁。
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のである。

　筆者からすれば、仲裁法の条文規定及び裁判所の実行を根拠に、渉外仲

裁判断の取消に関して、公序は適用されないと解するのが妥当である。裁

判所の潜在的な権限を認めるというような捉え方は、立法上の課題として

明確に認識しながら長い間に修正を行っていない現実を取り込んでいない

だけでなく、公序の抗弁に対する裁判所の一貫した立場を完全に無視し、

中国の渉外仲裁制度の透明性と安定性に異議を投げかけるものである。17

条解釈があったとしても、 高法院が自らの立場を明確にしているとはい

えない。換言すれば、渉外仲裁判断の取消に公序適用を排除したことは、

いつまでたっても立法の欠陥としてではなく、中国の渉外仲裁の一つの鮮

明な特徴として捉えるべきである。つまり、仲裁判断の公正性は、結局の

ところ、もっぱら裁判所ではなく、仲裁機関の手によっても維持できると

いうことである。渉外仲裁の仲裁機関に当たる CIETAC やそこから分裂し

誕生した上海と深圳の渉外仲裁機関が大きな信頼を得ている一方、主たる

責任を有することとなる。また、渉外仲裁の取消に関しては、民事訴訟法

は一切規定を設けていない状況と異なり、執行拒否に関してその 274条に

おいて明確な規定が設けられている。その 2項では、法院は、渉外仲裁判

断の執行が社会公共利益に違反すると認定した場合、それを執行しないと

定められている。そのため、執行案件を審理する裁判所は、これに基づい

て公序を適用しなければならない。 高法院も、報告制度の遂行において、

公序違反を理由に渉外仲裁判断の執行を拒否することが妥当であるという

意見を出した 43。渉外判断取消と執行に関する異なる司法審査基準の存在

は、判断の実効性とりわけ外国における執行の可能性を害することなく、

公序の維持に関して中国にとっては十分満足のできる歯止めともなってい

る。そうした理解からすれば、公序に関しては、民事訴訟法と仲裁法の明

確な齟齬が存在していることに勘案すれば、仲裁法 71条に限定した修正

43 III 節の 3に参照されたい。
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がより妥当ではないかと考えている。

　（2）　最高法院への報告制度

　中国において、仲裁への支持を鮮明にしているのは、仲裁判断の司法審

査に関連する報告制度である。仲裁法が適用されてから間もなく、国際仲

裁に関連する中国の司法審査は、 高法院への報告制度という独特の制度

をもって展開されるようになった。 高法院はまず、渉外仲裁及び外国仲

裁判断の執行拒否に関して、報告制度を設け、その後渉外仲裁の仲裁協定

無効の判断及びその仲裁判断の取消に同様の制度の適用を拡大させた 44。

2017年 11月 20日、 高法院の審判委員会が『仲裁の司法審査案件報告

問題に関する 高人民法院規定』（最高人民法院关于仲裁司法审查案件报

核问题的有关规定）（2018年 1月 1日実施）採択した。この司法解釈は、こ

れまで執行拒否と仲裁協定の無効、そして渉外と非渉外仲裁に対する司法

審査を分け、異なる時期に出していた司法解釈を一つの文書にまとめた。

こうして、 高法院が一審終審の原則を確認しながら、渉外仲裁の仲裁協

定の無効、渉外仲裁判断の取消、仲裁判断の執行拒否決定に関しては、司

法判断の妥当性と権威性を確保するため、高級法院を介在させ、個別案件

に関連する報告を受け、仲裁の進行及びその実効性を否定する一審裁判所

たる中級法院の判断の妥当性をチェックすることとなった。具体的には、

そうした仲裁による紛争解決を直接阻止または阻害する決定を判決の結果

として出す予定の中級法院に対して、判決予定の結果はまず高等法院をへ

てその賛同意見も付して 高法院に報告されるよう要求されたのである。

44 これについて、1995年 8月 28日「最高人民法院关于人民法院处理与涉外

仲裁及外国仲裁事项有关问题的通知」（通知（1995）18号）。その中に、執行を認

めない判断を下す前に、高級人民法院も同意見である場合、 高人民法院に報

告されなければならないこと、 高裁の回答を受けてから、初めて執行拒否ま

たは承認・執行拒否の決定を下すことが求められている。Lan-fang Fei, “A Case 
Study of the Reporting Mechanism of InternationalArbitration in China”, Contermpary 
Asia Arbitration Journal, Vol.5 (2012), pp. 83-86.
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高法院は、自らの判断意見を付して回答し、これに基づいて中級法院の

判決が下されることとなる。

　仲裁協定の無効や仲裁判断の取消及び執行拒否における中級法院の判断

ミスや地方主義による裁判への不当な介入を是正することに関しては、

高裁の報告制度は、重要な意義をもつ 45。ただ、報告制度の法的根拠が明

確ではないことや、報告制度により仲裁判断やその執行期間が長引くこ

と、仲裁判断に関する一審終審原則との抵触といった弊害が指摘されてい

る 46。実際、仲裁に関する司法審査の改革を先行的に探求している深圳市

中級法院の研究報告では、司法審査における法的根拠の不足と不明確が大

きな問題として指摘された。つまり、中国の仲裁法の制定や司法解釈がす

でに相当な期間を経過しており、司法審査における法適用は、多くの場合、

仲裁法や司法解釈のほか、個別の案件に対する 高法院の回答に依存して

いる。しかし、近年、司法審査が多くの案件に直面し、迅速に行われるべ

きとなっているところ、 高法院の回答はそうした迅速な対応に適しなく

なっている。そして、仲裁に関する法的規定が仲裁の需要からみればやや

遅れており、仲裁手続に対する司法審査において具体的な法的根拠が欠落

するという現象がみられる 47。

　筆者の認識としては、この報告制度は、国際仲裁判断に関連する中国の

司法審査に統一的な基準をもたらすことや中国の国際仲裁制度の発展・成

熟に関して、きわめて重要な意義をもつ。純粋な国内仲裁に関連する司法

審査請求件数の増加 48、国際仲裁における司法審査の法解釈・適用の不一

45 Alyssa S. King, “Procedural Perils: China's Supreme People's Court on the 
Enforcement of Awards in International Arbitration”, Asian-Pacific Law & Policy 
Journal Vol. 17 (2015-2016), p.7.
46 刘想树『中国涉外仲裁判断制度与学理研究』（法律出版社、2001年）239-240頁。

47 深圳市中級法院渉外商事審判庭課題組「深圳法院仲裁司法審査専題調研報

告」『涉外商事海事审判指导（28号）』2014年 138頁。

48 ちなみに、国内仲裁の取消請求訴訟は、非常に多い。ある中級法院の立案

件数に対する実証研究によれば、2003年から 2013年の立案件数が毎年 1000件
以上となっており、多い時には 2000件を超えることもある。他方、そうした取
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致及び錯誤の多発からすれば、司法審査制度は中国において十分自律した

制度としての高い信頼度をいまだに確立しておらず、また、仲裁立法の不

完備の問題もあって、裁判所は仲裁に対する司法審査を遂行する際、依然

として安定した法解釈・適用の相場を作り出していない。具体的な事件に

関して、 高法院が高級法院からの報告に対する肯定または否定の回答を

行うことを通して、法解釈・適用の具体化が図られるだけでなく、仲裁立

法の不備もある程度補充されるのである。しかも、 高裁の意見は、単独

の司法判決でなく、中級法院の判決に反映されるだけであって、形式上、

司法審査の一審終審の原則に反するものではない。

　理論上、この制度は、欧州裁判所の先決的決定に似たような制度として

解することができるのではないかと考えている。欧州連合（EU）法におい

ては、EU 条約の解釈や EU 諸機関の法令の有効性と解釈が問題となる事

件を審理する EU 加盟国の裁判所は、そうした解釈・適用に関する意見を

欧州裁判所に求めることが可能で、欧州裁判所による先決的決定が下され

たことを受けて、それを基準に、具体的な事件における EU 法の解釈・適

用をしなければならなくなる 49。国際仲裁の司法審査に関する報告制度は、

まさしく仲裁法の解釈・適用に関して、具体的な事件における 高法院の

先決的決定を意味するものである。しかも、仲裁協定の無効、判断取消及

び判断執行拒否の事案に限定した報告制度が適用され、このこと自体、仲

裁選択や仲裁判断を可能な限り尊重・支援する姿勢としても解されるべき

消訴訟の中で、社会公共政策を理由に、取消の申し立ても相当の数となってい

るが、正面からそれを認め、取消の決定を下した判例がほとんどなく、当該理

由の具体的内容についての把握が依然問題であると指摘されている。国内仲裁

に対する司法審査は、一時非常厳しい審査を行ったこともあったが、次第に緩

やかな審査を実施するようになった。章杰超「论仲裁司法审查理念之变迁—以 N
市中院申请撤销国内仲裁判断裁定为基础」『当代法学』2015年第 4期 137頁。

49 EU 運営条約（the Treaty on the Functioning of the European Union）267条にお

いて、EU 条約や EU 諸機関の法令の有効性と解釈に関する欧州裁判所の先決的

決定が定められている。その具体的解説について、Alina Kaczorowska, European 
Union Law (Routledge, 2013), pp.337-376.
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である 50。

　（3）　中国における司法審査の対象となる国際仲裁

　国際仲裁は、中国において広い意味で理解され、中国の渉外仲裁、中国

が加入した国際条約の他の締約国の仲裁、中国が参加した条約の非締約国

の仲裁、台湾の仲裁、香港・マカオの仲裁を含む。本論文では、台湾、香

港及びマカオの仲裁を除いた仲裁に限定する。外国の仲裁に関連する司法

審査は基本的に仲裁判断の執行にかかわり、渉外仲裁に関しては、暫定保

全措置や判断の取消を含む多岐にわたる事項が司法審査の対象となる。

　中国の仲裁法令上、仲裁地という基準をもって仲裁判断の国籍を決める

のではなく、仲裁機関が所属する国によってその国籍が決められることと

なっている 51。いわゆる仲裁判断の国籍問題である。この問題は、中国の

仲裁立法に内包されている。民事訴訟法において、外国の仲裁判断の執行

請求に対する裁判所の審査を規定する唯一の条文は、283条である。つま

り、外国の仲裁機関の判断は、中国の裁判所の承認・執行を必要とする場

合、申請人が被執行人の住所またはその財産所在地の中級法院に対して申

し立てを行い、法院は中国が締結または参加した国際条約または互恵原則

に従って処理する。その以外の外国の仲裁判断が中国で承認・執行を求め

られた場合、法律上、それを取り扱う明確な規定が欠如することになる。

　この法規定により、2つの問題が惹起された。一つは、外国のアドホッ

クの仲裁判断の執行請求を受理することが可能であるかどうかである。仲

裁法においては、既存の仲裁機関を利用せず、アドホックの仲裁法廷の判

断は、法的メカニズムによる保証を受けられないものである。この点に関

して、UNCITRAL モデル法との比較から、機関仲裁にこだわらず、アドホッ

50 この制度は、広く国際仲裁に対する支援的姿勢を示したものとして受け止

められている。Jingzhou Tao, Arbitration Law and Practice in China (3d ed.) ( Kluwer 
Law International, 2012), pp.18-22.
51 赵秀文「谈我国仲裁判断的分类」『北京仲裁』2005年 4期 24頁。
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クの仲裁も認めるべきという意見がみられる 52。アドホックの渉外仲裁に

ついての対応は、法修正を通してでなければ認められないものである 53。

他方、外国の仲裁判断の承認・執行に関しては、アドホックの仲裁判断は、

法律上の根拠を明確に有しなくても、ニューヨーク条約に認められる外国

の仲裁判断に該当するものとして取り扱われている 54。条約優先の原則（民

事訴訟法 260条）がその法的根拠とある。そのほか、もっぱら中国の当事

者に関わるが渉外仲裁に当たらない外国の仲裁判断は、仲裁法及び民事訴

訟法の条文規定から明確な根拠を有しないことを理由に、その承認・執行

は認められていない 55。

　民事訴訟法 283条に内包されるもう一つの問題は、外国の仲裁判断の国

籍認定にかかる。条文に対する文言理解からもわかるように、283条の仲

裁判断の国籍の認定基準は、仲裁地を基準に仲裁判断の国籍を決定する国

際的に広く利用される方法と異なり、外国の仲裁機関によるものを指すも

のとなっている 56。実行上、この規定は、中国内で行われた ICC の仲裁

判断の国籍の決定をめぐって大きな論争を惹起し、外国の仲裁判断の執行

52 Hu Yong & Xiao Xiaowen, “Incorporation of UNCITRAL Model Law on 
International Commercial Arbitration: In Perspective of China”, Frontiers of Law in 
China, Vol.9 ( 2014), p.82; Zhao Xiuwen & Lisa A. Kloppenberg, “Reforming Chinese 
Arbitration Law and Practices in the Global Economy”, University of Dayton Law 
Review, Vol.31 (2006), p. 421. 黄思怡「论在我国建立临时仲裁制度的重要性」『兰

州学刊』2012年 1期 201-203頁。

53 現行法の下でも、実験的にアドホック仲裁を認めることが可能であるとい

う意見もある。赖震平「我国商事仲裁制度的阙如―以临时仲裁在上海自贸区

的试构建为视角」『河北法学』　2015年 33卷第 2期 165頁。

54 John Shijian Mo, “Interpretation and Application of the New York Convention in 
China”, in George A. Bermann ed., Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral 
Awards: The Interpretation and Application of the New York Convention by National 
Courts (Springer International Publishing AG 2017), p.214.
55 Zhu Weidong. ‘The Recognition and Enforcement of the Foreign Arbitral Awards 
“with No Foreign Element” in China”, Journal of International Arbitration, Vol.32, no. 3 
(2015), pp. 351–360.
56 高薇「论仲裁判断的国籍—兼论中国司法实践中的 ‘ 双重标准 ”」『西北大学学

报（哲学社会科学版）』2011年 9月 41卷 5期 156頁。
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請求についてどのような審査基準を適用するべきかにかかわる独特の課題

とつながった。仲裁機関の所在地をもって仲裁判断の国籍を決定する方法

は、アドホック仲裁を認めない基本的立場を反映し、中国の独自のものと

いわれる。仲裁機関の仲裁判断がその所在地でなされた場合、中国の民事

訴訟法上の対応は何の問題もないが、仲裁機関と仲裁地が異なる場合、ど

のように取り扱われるべきかが問題となる。一応、外国の仲裁機関が中国

で仲裁判断を下したとしても 57、それは、明らかに中国の渉外仲裁の判断

ではなく、国際条約に基づき処理されるべく外国の仲裁判断となる。問題

は、どの国の国籍をもつ外国の仲裁判断かである 58。

　中国でなされた数件の ICC の仲裁判断は、すべてニューヨーク条約に基

づいて執行が認められたが 59、 高法院の意見を含めて国籍の認定には一

定の混乱が生じた。例えば、香港で ICC 規則及び英国法に基づく仲裁によ

り紛争を解決すると決める仲裁協定に従って行った仲裁判断の承認・執行

請求に関して、太源市中級法院は、執行を拒絶する事由が存在するとした

ため、案件は山西省高級法院をへて 高法院に報告された。 高法院は、

回答の中で条約の適用に関して次のように指示した。当該案件は、ICC が

当事者の仲裁協定及び申請に基づいて行った仲裁機関の仲裁判断であり、

ICC がフランスで設立された仲裁機関であり、しかも中国とフランスがと

57 理論上、その可能性は十分ある。「ICC1998年仲裁规则」14条の規定によれ

ば、（1）仲裁地は、当事者間別途の約束がある場合を除き、仲裁法廷が決定する。

（2）当事者間の別途の約束がある場合を除き、仲裁裁判所は、当事者と協議の上、

適切と判断されるいかなる場所においても法廷を開き会合を行うことができる。

（3）仲裁法廷は、適切とされるいかなる場所においても合議を行うことができ

る。」

58 赵秀文「从相关案例看 ICC 仲裁院裁决在我国的承认与执行」『法学』2010年
第 3期 70頁。

59 それでも、ICC など外国の仲裁機関が中国で行った仲裁判断が、現行中国の

仲裁法及び民事訴訟法の下で執行を認められるかどうかは、今のところ依然と

して不確実性をもつと指摘されている。Fan Kun, “Prospects of Foreign Arbitration 
Institutions Administering Arbitration in China”, Journal of International Arbitration, 
Vol.28, No.4 (2011), pp.343–353.
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もに条約の締約国であり、それゆえ本案件の承認・執行の審査は、当該条

約の条項を適用すべきであり、内地と香港特別行政区の仲裁判断に関する

相互承認・執行についての取り扱いに関する通知は適用されない。しかし、

Zublin International GmbH 案では、無錫市中級法院は、上海でなされた ICC

の仲裁判断を外国の仲裁機関による判断とする一方、ニューヨーク条約で

いう「非内国判断」と認定した上、条約に基づき、仲裁協定の無効を理由に、

執行を認めなかった。この立場もまた 高法院に確認された 60。

　学界からの批判もあり、こうした状況の中、2009年、 高法院は、香

港の仲裁判断の内地における執行に関する通達を出し、その中、香港で

行われたアドホックの仲裁判断、ICC など外国の仲裁機関の仲裁判断が

1999年の処理方法に基づいてその承認・執行が決定されることとなる 61。

これは、つまり仲裁地を仲裁判断の国籍を決定する基準とするものであり、

国際社会に広く認められる方法に向けた重要な修正である 62。

　現在では、理論上、仲裁機関と仲裁地のズレに生じた仲裁判断の国籍に

関して、次のような原則をもって処理されるべきだと主張されている。つ

まり、民事訴訟法 236条で定めている条約が国内法に優先する原則に従っ

て、国籍の決定に関する条約と国内法の抵触を解消することである。具体

的に、①外国の領域で行った仲裁判断は外国の仲裁判断とし、仲裁地と仲

裁機関所在地が重複する場合を含む、仲裁判断は仲裁地によって決定され

る。②外国の仲裁機関が中国で行った仲裁判断を中国の仲裁判断とするこ

となく、条約でいう非内国判断として取り扱う。③中国の仲裁機関が外国

で行った仲裁判断は、条約に基づき外国の仲裁判断とし、その承認・執行

に関してのみ司法の監督権が認められる 63。

　仲裁機関の所在地に関連する動きの一つとしては、2010年渉外民事関

60 高人民法院［2003］民四他字第 23 号复函。

61 「最高人民法院关于香港仲裁裁决在内地执行的有关问题的通知」（法（2009）
415号）。

62 赵秀文、前掲注（58）71頁。

63 高薇、前掲注（56）158頁。
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係法律の適用法があげられる 64。この法律をもって、中国において渉外民

事関係の法律適用の制度がはじめて導入され、仲裁協定へのその適用も意

識されている。仲裁協定の法律適用は以下のような規則に従う。①当事者

自治原則。2006年司法解釈 16条によれば、渉外仲裁協定の効力の審査は、

当事者が約束した法律を適用する。適用法律について当事者の約定がない

が、仲裁地についての約定がある場合、仲裁地の法律を適用する 65。②仲

裁地の法律。適用法 18条において、仲裁協定の法律適用に関する規定が

設けられている。つまり、当事者は、仲裁協定に適用される法律について

協議を通して選択することができる。当事者の選択がない場合、仲裁機構

の所在地の法律または仲裁地法が適用される。この規定は、2006年 高

法院の解釈を取り込んだ。また、それと比べれば、もう一つの連結点を加

えた。すなわち、仲裁機関の所在地である。この追加は、これまで仲裁判

断の国籍をめぐる論争にとって一定の意義をもつ。仲裁機関の所在地と仲

裁地を明確に区別することが法律上はじめて認められたのである。このよ

うな規定によって、当事者の意思自由が一層守られることとなる。特に、

2006年司法解釈において裁判所所在地法にはある意味で歯止め的な役割

を認めている点からすれば、適用法 18条の規定は、当事者の適用法に対

する予期をより具体的に特定し、裁判所所在地にかかわる当事者一方の

フォーラムショッピングの行為を防ぐことにも寄与する。他方、仲裁協定

の法律適用をめぐる紛争が生じた場合、法律適用法において解決の方法が

定められておらず、仲裁協定の有効性を確保することに関して重要な保障

が提供されているとはいえないという指摘がある 66。

　このように、国際仲裁の判断に関連する中国の司法審査は、二種類の異

なる仲裁判断に向けられ、それぞれ異なる審査根拠および審査内容をもっ

64 2010年「中华人民共和国涉外民事关系法律适用法」。

65 王兰「我国仲裁协议法律适用的理论反思与制度完善」『甘肃社会科学』2014
年 2期 148頁。

66 同上 151-152頁。
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ている。一つは、国内仲裁機関によって行われた渉外要素のある仲裁判断

であり、それに対する司法審査の法的根拠は、中国の仲裁法 70 条と 71条

及び民事訴訟法 274条である。もう一つは、外国の仲裁判断であり、それ

については主に承認・執行申請に関連して行われる司法審査であり、その

法的根拠は、民事訴訟法 283条及びニューヨーク条約を含む国際条約や相

互主義となる。

　なお、規範上、国内仲裁と渉外仲裁判断の司法審査は、異なる基準によ

るものとなっているが、実行上では、国内仲裁に対する審査のやり方はし

ばしば、渉外仲裁に関連して使われる痕跡を残し、若干混乱を引き起こし

ているともいわれている。立法の平面では、こうした二種類の異なる司法

審査がどのように改善されるべきかに関しては、今のところ議論が進めら

れていないが、司法の平面では、二種類の異なる司法審査に対する異なる

審査機関の存在やその結果としての審査基準適用の不統一が大きな問題で

あると認識されてきた。これを改善するため、裁判所の審理部門の統一化

および重なる審査基準の統一的適用を図ることが重要である。実際、 高

法院の指示を受けて、渉外仲裁と国内仲裁に対する司法審査の審理法廷の

一体化が 2011年からまず深圳市中級法院において実験的に先行されてき

た。その後、広東省も 2012年から同様の審理法廷の一体化を遂行した 67。

この試行に関して、深圳市中級法院は、渉外および国内を含む商事仲裁に

かかわるすべての案件、具体的に財産保全、証拠保全、仲裁協定の有効性

確認の申し立て、仲裁判断取消の申し立て、仲裁判断の不執行の申し立て

などの案件はすべて法院の渉外商事審判廷の審理に委ねることにした 68。

67 広東省高級人民法院課題組「先行先試　不断推進商事仲裁司法審査的規範

化―関於商事仲裁司法審査並軌機制的調研報告」『涉外商事海事审判指導（27
号）』2013年 166－ 171頁。

68 深圳における 3年余りの試行施行に関する調査報告で、次のような現状が明

らかになった。3年間、深圳市仲裁委員会は、4621件を受理し、4467件を結審した。

華南国際経済貿易仲裁委員会は、709件を受理し、684件を結審した。これら

の仲裁案件のうち、結審した仲裁案件の 2.4％に相当する 728件が司法審査の手

続きに持ち込まれた。審査の内実に関して、①仲裁協定効力の確認申し立てが
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こうした審理機関の統一化は、まず審理基準適用の統一化に大きく寄与す

るものである 69。こうした試行を踏まえ、 高法院が 2017年 5月 22日『仲

裁の司法審査案件の管理配分問題に関する通知』（关于仲裁司法审查案件归

口管理有关问题的通知）を出し、各級法院の渉外法廷を仲裁の司法審査担当

の専属法廷とすることを定めた。また、 高法院の審判委員会は、2017年

12月 4日に、『仲裁の司法審査案件の審理に関する若干問題の 高法院規定』

（最高人民法院关于审理仲裁司法审查案件若干问题的规定、2018年 1月 1

日実施）を採択した。司法審査に関して、国内仲裁と渉外仲裁を区別するこ

となく、統一的な審理手続き及び管轄権の配分を定めた。

　なお、深圳市機構編成委員会の深編（2017）78号決定に基づいて、2017

年 12月 25日、華南国際経済貿易仲裁委員会と深圳仲裁委員会が合併し、

合併後、深圳国際仲裁院が立ち上がることとなる。これらの動きは果たし

て中国の渉外仲裁と国内仲裁の 終統合につながるものであるかどうかに

関しては、注意深く見守る必要があろう。

　中国の司法審査において、仲裁に対する司法の優位が広く認められてい

る。まず、手続上、仲裁協定に関連する司法審査が開始されると、仲裁手

続が中止となる 70。これは中国の仲裁法規における独特の規定である。通

常、司法審査は、仲裁手続の中止の法的効果を有しないとされる。なお、

仲裁廷の管轄権に対する異議の申し立ては、仲裁廷が 初の法廷審議を行

う前に、行われなければならない 71。次に、仲裁による管轄権管轄が法律

124件で、91件が結審され、うち 13件が協定の無効と確定された。②財産や証

拠保全の申し立てが 8件で、すべて保全命令が下された。③仲裁判断の取消の

申し立てが 478件で、421件が結審され、取消を認めたのが 14件で、再仲裁を

命じたのが 18件である。④仲裁判断の不執行の申し立てが 88件で、71件が結

審され、執行拒否をしたのが 8件である。深圳市中級法院渉外商事審判庭課題組、

前掲注（47）130－ 132頁。

69 圳市中級法院渉外商事審判庭課題組、同上 132頁；審査機関の統一化にお

ける措置の一つは、同種類の商事仲裁に対する司法審査案の審査尺度の統一に

ある。広東省高級人民法院課題組、前掲注（67）166頁。

70 「最高人民法院关于确认仲裁协议效力几个问题的批复」（法释〔1998〕27号）

4項の規定。
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上認められているが、それに対する裁判所の監督が優先的地位を与えられ

ている。それゆえ、当事者が仲裁協定の効力について異議を捉えた場合、

法律上、仲裁委員会による審査決定 72  が認められる一方、裁判所への申

し立ても可能となっている。当事者の合意で仲裁廷による管轄権管轄が認

められた場合、あるいは裁判所への申し立てがなされていない場合、裁判

所は司法審査を行わないこととなる。当事者の一方が仲裁委員会に申し立

て、他方の当事者が裁判所に申し立てた場合、法律上、仲裁委員会の審査

と決定が排除され、裁判所の審査と決定がなされることとなる。もし当事

者が一方的に仲裁廷に異議を申し立て、決定がすでになされた後、他方の

当事者が裁判所に申し立てる場合、裁判所はそれを受理しないこととな

る 73。

　通常、管轄権管轄に関して、仲裁廷自身が判断の権限をも有するが、司

法審査は 終決定権をもつ。ただ、中国では、仲裁廷そのものには管轄権

を判断する権限が認められておらず、仲裁機関としての仲裁委員会に判断

権限が付与されている。この点について、批判的意見がみられる。多くの

国の仲裁制度と異なっていることの背後には、仲裁廷に対する十分な信頼

が与えられていないと思われる。特に、手続上、管轄権管轄の判断は、仲

裁機関よりも裁判所に優先を認められており、当事者の一方が仲裁機関に

異議を提起したとしても、他方の当事者が裁判所に求めた場合、裁判所の

審理が優先に行わることとなり、手続的な無駄が生じる可能性がある。諸

国の制度の比較から見れば、仲裁廷に優先的権限を認め、裁判所がそうし

た権限行使の結果に対する監督の権限を一定の条件の下で行使することが

妥当な形態だとされている。特に UNCITRAL モデル法が定めるように、

71 仲裁法 20条 2項。2006年司法解釈 13条においても、仲裁廷がその初回の

開廷前に仲裁協定の効力について異議の申し立てを受けていない場合、裁判所

に対して行われた仲裁協定の無効確認の訴訟につき、裁判所はこれを受理すべ

きではないということが確認されている。

72 仲裁法 36条。

73 2006年司法解釈 3条の規定。
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仲裁廷の管轄権判断に対する異議が裁判所に提起されたとしても、仲裁手

続は中断されるものではない 74。

　それゆえ、管轄権管轄に関して、仲裁と司法の関係をどのように構築す

るかが課題とされている。諸国では、これに対する仲裁及び司法のコント

ロールに関して、並存的方式が広く採用されている。つまり、仲裁廷は、

当事者の管轄権異議について仲裁判断に関連する先決的判断を下すことが

できる一方、裁判所は当事者の管轄権異議に関して 終的判断を下す権限

をもつ。中国の審査制度には、そうした理念が貫徹されていない。特に、

仲裁の管轄権管轄は、仲裁廷または仲裁人に認められているわけではなく、

仲裁委員会に任されていることが、仲裁の公正性確保と効率にかかわる大

きな問題として批判されている 75。仲裁委員会へのそうした権限の付与は、

仲裁の公権的性格を高め、当事者の合意を基礎にした仲裁廷に対する根強

い不信感が浮き彫りとなる。

Ⅲ　中国における司法審査の実行

　司法審査は、法律及び条約に基づき、手続事項に限定するという原則の

下、主に仲裁協定の有効性、暫定措置の命令、仲裁管轄権管轄を課題とす

る。暫定措置を除き、これらの手続事項に対する司法審査は、多くの場合、

仲裁判断の取消及び承認・執行に関連して行われ、それらに対する裁判所

の処理決定につながる。他方、仲裁判断の実体内容について、公序や仲裁

可能性を理由にした審査は、仲裁判断を承認・執行することの結果に対す

る評価という形で展開される。

　民事訴訟法 283条によれば、外国仲裁機関の判断の承認・執行は、中国

が締結した条約および相互主義の原則に従って処理される 76。それゆえ、

74 胡荻『国際商事仲裁権研究』（法律出版社、2015年）249-251頁。

75 赵健『国际商事仲裁的司法审查』（法律出版社、2000年）254頁。宁敏，宋

连斌「评国际商事仲裁中管辖权原则」『法学评论』2000年 2期 37頁。
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ニューヨーク条約 5条はまず重要となる。また、民事訴訟法 274条では、

渉外仲裁判断を執行しない事由が明確に定められた。条約と法律のほか、

高法院の司法解釈が司法審査の重要な法的根拠となる。

　1　仲裁協定にかかわる司法審査

　有効な仲裁協定は、国際仲裁の基礎であり、仲裁過程において問題とな

るだけでなく、仲裁判断に関連する司法審査においても、重要である。中

国の仲裁法では、仲裁協定または仲裁条項に関して、仲裁に付託する当事

者の意思表示、仲裁事項及び仲裁機構という 3つの要件が求められている

（16条）。そうした要件の欠落は、一般に協定の無効とされるが、当事者

の承認または事後の合意による補正が認められる場合、仲裁協定が有効と

なる。その意味で、当事者の事前や事後の意思が大事とされ、可能な限り

仲裁が行われるように立法上の規定あるいは司法解釈が配慮していると解

される。

　具体的にみると、①仲裁と訴訟を並行的に認めた場合、通常、こうした

仲裁協定・条項は無効となるが、当事者の一方による仲裁の申し立てに対

して、他方の当事者が異議を捉えていない場合、仲裁協定が有効とされる

（仲裁法 26条）。②仲裁地のみを特定し、仲裁機関を指定しない場合、状

況によっては、仲裁協定が有効とされる場合がある。つまり、仲裁地に仲

76 中国が 1958年のニューヨーク条約と 1965年のワシントン条約に参加してお

り、当該両条約は、外国の仲裁判断の承認・執行に関して主たる法的根拠とな

る。また、1987年、ニューヨーク条約に加入する際、中国は、相互主義および

商事事項の限定につき留保を行った。条約の非締約国の仲裁判断に関して、中

国が基本的に互恵原則に基づき、中国の仲裁判断の承認・執行が当該外国にお

いて受けた処遇に勘案して、その承認・執行を決定するための手続と条件が決

められることとなっている。現在では、ニューヨーク条約を適切に適用するた

めに、中国がこうした留保を撤回すべきであるという意見がみられる。Ribeiro, 
João & Teh, Stephanie, “The Time for a New Arbitration Law in China: Comparing the 
Arbitration Law in China with the UNCITRAL Model Law”, Journal of International 
Arbitration, Vol.34, no. 3 (2017), p.472. 
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裁機関が存在しない場合、当事者の事後の合意により仲裁機関を選定する

ことが許容されている。仲裁地に唯一の仲裁機関しか存在しない場合、当

該仲裁機関を選択したものとされ、協定が有効となる。また、仲裁地に 2

以上の仲裁機関が存在する場合、当事者による事後の合意でそのうちの一

つの仲裁機関が選定された場合、仲裁協定が有効とされる。③ 2以上の仲

裁機関が指定された場合、仲裁協定に瑕疵があり、当事者の事後の合意に

より一つの仲裁機関が選定された場合、有効とされる。④指定した仲裁機

関の名称表記に瑕疵がある場合、当事者の事後の確認または合意で仲裁機

関が選定されれば、仲裁協定が有効と考えられる 77。⑤仲裁機関の指定が

なく、ただ適用する仲裁規則が指定された場合、仲裁協定が一般に無効と

される。仲裁規則の指定から仲裁機関の推定が可能であるかどうかが問題

となる。

　他方、渉外仲裁合意の不備を理由した仲裁判断の取消や執行拒否に関す

る規定は十分ではないと指摘されている。民事訴訟法 274条 1項 1号にお

いて、執行拒否の理由として「仲裁条項がなくまたは事後に書面による仲

裁協定がない場合」だけが定められ、仲裁合意の無効または失効が明確に

言及されていない。2006年司法解釈において、仲裁合意の無効または取

消は仲裁条項不存在に該当すると定められているが 78、これはやや強引な

救済であるといえる。

　国際仲裁の司法審査に関して、仲裁の強行規範や国際公序に違反しない

限り、審査の基準や範囲が緩和・縮小される傾向をもつ。学説上、そうし

た傾向を積極的に捉え、中国における司法審査の在り方やその妥当性に対

する評価がなされている 79。前に触れたように、渉外仲裁判断の取消や渉

外及び外国仲裁判断の執行拒否に関しては、 高法院への報告制度が適用

77 2006年司法解釈の 3、4、6及び 7条に参照。

78 同上 18条。

79 谢新胜「国际商事仲裁判断撤销制度 “ 废弃论 ” 之批判」『法商研究』2010年
5期 132頁。刘晓红、袁发强編『国际商事仲裁』（北京大学出版社、2010年）30頁。
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され、仲裁を阻害することに関しては、慎重な取り扱いが展開されている。

　総じていえば、中国における司法審査は、広く認められるように、厳格

な審査から次第に国際条約や国際的な傾向に合わせた緩やかな審査傾向を

示してきた 80。1998年 高法院の意見では、売買契約に関連した渉外仲

裁案について、売買契約の双方当事者による署名はないことから、書面に

よる仲裁合意の要件が欠落したとして、仲裁条項が無効と認定された 81。

その後、契約書面の形式要件の解釈に関して、徐々に国際社会の主流的傾

向に合わせ、広く解釈する主張が受け入られるようになった。2002年外

国仲裁判断の執行に関する事案では、 高法院は、当事者の行為から仲裁

合意の成立を推定することまで行い、仲裁合意の有効性を確認した上、仲

裁判断の承認・執行を認めた 82。2012年の事例では、寧波市中級法院は、「仲

裁が中国北京の中国国際経済貿易仲裁センター（CEITAC）で行われ、かつ

現在有効の国連国際貿易法委員会仲裁規則を適用するものとする」という

仲裁当事者間の仲裁条項について、仲裁法 16条規定に従って解釈した結

果、仲裁機関を特定していないことを主たる理由として、無効と判断すべ

きであるという意見に至った。浙江省高等法院をへて報告を受けた 高法

院は、仲裁の実現という当事者の意図した目的に利する形で解釈すれば、

かかる仲裁条項は、仲裁機関を含めた約束であると解することができると

し、結果として、「仲裁協定で約定された仲裁機関の名称が正確でないが、

具体的な仲裁機関を特定することが可能である場合、仲裁機関が選択され

たと解されるべきである」という 2006年司法解釈 3条の規定に従い、当

該仲裁協定は、有効であるという回答意見をまとめた 83。

80 中国におけるニューヨーク条約の実施に関する実証研究に関して、肖

蓓「纽约公约背景下我国对外国仲裁裁决承认及执行的实证研究」『現代法

学 』38 巻 3 号 2016 年 181 － 193 頁。John Shijian Mo, supra note 54, pp.187ff. 
81 万鄂湘『中国涉外商事海事审判指导与研究』（人民法院出版社、2001年）

80-81頁。

82 同上 256-266頁。

83 『渉外商事海事審判指導（28巻）』（人民法院出版社、2014年）9－ 21頁。
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　また、前に触れたドイツの会社に関連したケースでは、ICC の仲裁廷が

部分的仲裁判断をもって当事者間の紛争に関する自らの管轄権を確認した

上、仲裁判断を下した。このケースに関連した民事訴訟で、中国の裁判

所は、当該事件の仲裁協定が無効であるとした。事件の当事者たる Zublin 

International GmbH 社が無錫市中級法院に仲裁判断の承認・執行を求めた

が、裁判所は、仲裁判断の根拠としての仲裁条項が中国の裁判所によって

すでに無効と認定されたため、ニューヨーク条約 5条 1項（1）に列挙され

る事由に該当するものとして請求を認めなかった 84。その後、当事者は、

ドイツのベルリン高等法院にドイツでの承認・執行も求めたが、裁判所は、

2つの理由をもってそれを拒否した。つまり、第 1に、中国の裁判所によっ

てなされた仲裁判断無効の判決は拘束力をもつ。ドイツ民事訴訟法典 328

条に基づき、当該判決が承認されるべきである。第 2に、中国の裁判所の

判決の拘束力を考慮しなくても、仲裁協定は中国法に従えば無効である。

しかも、中国の判決は、中国の 高法院の審査を経たものであり、中国法

の適用に関して問題があるとはいえない 85。

　仲裁協定の効力は、仲裁人に仲裁協定の標的の仲裁権限を付与するとい

う積極的側面をもつ一方、仲裁協定の標的に対する裁判所の管轄権を制限

または排除するという消極的側面をも有する 86。後者は、防訴効力とも呼

ばれ、結果として仲裁に対する司法監督を呼び込む。当事者からの防訴請

求に関して、裁判所は、係争の実体問題に対する自らの管轄権を有するか

どうかについて審査を行う。

　諸国の実行上、仲裁を積極的に支援する姿勢として仲裁合意の対象事項

を広く捉える傾向がみられる。中国においても、仲裁協定によってどのよ

うな事項が仲裁による解決に委ねられているかに関して、裁判所は、仲裁

協定の用語を積極的に解釈する傾向を示している 87。例えば、主契約の仲

84 『涉外商事海事审判指導（9巻）』（人民法院出版社、2005年）36頁。

85 高薇、前掲注（56）162-163頁に参照されたい。

86 中国仲裁法 5条と民事訴訟法 271条。
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裁条項において、主契約に関するすべての紛争が協議で解決できない場合

仲裁に付託することが定められたが、その後、主契約を基礎に、幾つかの

関連契約が交わされ、その中の代金払い戻し契約の履行をめぐって紛争が

生じ、当事者の一方が裁判所に提訴したが、他方の当事者は、仲裁協定の

妨訴効果を抗弁として提出した、という事案に関して、 高法院は、代金

払い戻し契約は当事者の間に新しい法律関係をもたらしたが、契約中の債

務が主契約によって発生したものであり、それゆえ主契約に基づいて作ら

れたものであり、主契約と密接な関連性を有するとし、そのため、代金払

い戻し契約をめぐる紛争も、主契約に関連する紛争であり、仲裁によって

解決されるべきであると認定した 88。

　中国では、仲裁協定の防訴効果に関して、学説上、以下のように理解さ

れている。①仲裁協定は確かに裁判所の管轄権を制限または排除する防訴

効果を有するが、この効果の実現は、仲裁協定の効力及び協定事項の範囲

に対する裁判所の審査を前提とするものである。裁判所の適切な審査は、

仲裁廷の管轄権管轄に対する必要不可欠の制約ともなる。②ニューヨーク

条約の締約国として、条約適用範囲に属する仲裁協定に関して、中国の裁

判所は条約優先適用の原則に従い、条約 2条の防訴効果の規定を直接援用

することができる。③仲裁に対する支持という側面からみれば、仲裁協定

の司法審査に関して、中国の立法と司法はともに仲裁協定の準拠法の選択

範囲や仲裁協定の事項に対する緩やかな認定を行うべきである。それゆえ、

当事者意思の尊重や可能な限り仲裁協定を有効なものとして取り扱う考え

が重要である。④防訴手続きからの変更は、当事者が仲裁協定に基づき管

轄権の抗弁を行ったことを前提とするべきであり、しかも抗弁の提出に関

する時間的制約の基準に従うべきである 89。

87 龙威狄「国际商事仲裁协议的妨诉效力―以我国立法司法实践为中心」『政

治与法律』2010年第 10期 36頁。

88 迈可达（青岛）运动用品有限公司诉云中漫步国际公司案に関する最高人民法

院关于仲裁条款效力请示的复函（2006）（［2006］民四他字第 4号）。

89 龙威狄、前掲注（87）39頁。
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　なお、仲裁判断に関連する管轄権の異議申し立ては、仲裁廷の越権行為

や付託事項のすべてに対する不完全な判断にも向けられ 90、仲裁判断の取

消や執行拒否につながる可能性をもつ。仲裁合意に含まれているかどうか

という仲裁事項の範囲の問題とは別に、法令に基づき、合意された仲裁事

項の仲裁可能性も、裁判所の監督に服するものである。民事訴訟法上、仲

裁廷の越権行為と仲裁不可能事項が定められている（274条1項（4））。本来、

これらは、性質上異なる事由であり、それぞれ別の規定で定められるべき

である。仲裁廷の越権行為は、当事者の授権に対する違反であり、仲裁可

能性は法律の強行規定の違反にかかわるものである。保護される法益が異

なるだけでなく、司法審査における挙証責任も異なるのである。

　中国の仲裁法規と中国が加入した国際条約からみれば、仲裁可能な紛争

事項には 3つの特徴がある。①紛争事項は、性質上財産権利をめぐる紛争

に限定され、身分や人身的事項は除外される 91。②紛争の主体が平等なも

のでなければならない。③争われた財産権利は、契約関係、損害賠償また

は法の規定に由来するものである 92。換言すれば、公権または公共政策に

帰する紛争が国家主権の保留事項で、司法または行政の管轄に専属するも

のとされる 93。これらの点は、諸国の実行にもほぼ共通し、外国の仲裁判

断の承認・執行の範囲の制限に関して重要な意義をもつ。

90 Margaret L. Moses, supra note 4, p.205.
91 中国仲裁法 3条の規定において、婚姻、養子縁組、監護、扶養、相続など

の人身関係が仲裁から除外されている。

92 ニューヨーク条約に加入する際の商事事項限定の留保に関連して、 高法

院が 1987年 4月 10に出した「中国によるニューヨーク条約の加入に関する通知」

では、契約、権利侵害または法的規定に従って生じる経済的権利義務関係、例

えば貨物売買、財産租借、工事請負、加工請負、技術移転、合資経営、合作経営、

天然資源の探査開発、保険と信用貸付、労務、代理、コンサルティング及び海上、

民間航空、鉄道、道路の貨物輸送及び製造物責任、環境汚染、海上事故や所有

権紛争などが含まれるが、外国人投資者と投資受け入れ国政府間の紛争は含ま

れない。

93 仲裁における強行規範の機能に関する分析について、張聖翠『国際商事仲

裁強行規則研究』（北京大学出版社、2007年）187-198頁。
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　その他、仲裁可能性に関して、より具体化された中国の法規制の存在に

留意すべきである。①知的財産権紛争である。著作権法 54条の規定では、

著作権法の紛争の仲裁可能性が認められ、コンピューターソフト契約に関

する紛争も、コンピューターソフト保護条例 35条の規定により、仲裁可

能性が認められている。ただ、商標法や特許法において、そうした知的

財産権をめぐる紛争が仲裁可能性をもつと定める明文規定が存在しない。

ニューヨーク条約に加入する際、中国は、知的財産権の侵害及び権利所属

の認定にかかわる紛争が仲裁可能性をもつものであると認めている。②独

禁法をめぐる紛争の仲裁可能性に関して、法律上それを許容する明文規定

は存在しない。国際社会の流れからみれば、行政独占行為を除ければ、独

占協定、経営者集中及び市場支配的地位の濫用に関する紛争は、仲裁可能

性をもつ紛争として認められている。中国でも、これを支持する意見が多

くみられる。

　2　渉外仲裁判断の取消請求の取扱い

　渉外仲裁判断の取消は、民事訴訟法において規定されておらず、仲裁法

においてはじめて導入されたものである。仲裁に対する司法審査に関して、

中国では、経済開放政策の初期に仲裁の実体と手続を含む全面的監督を求

める意見と、手続事項に限定した審査を主張する意見の対決がみられた

が 94、国際社会の仲裁実行と理論に対する認識が深まることに伴い、国際

仲裁に関しては、手続事項に限定した司法審査の考えが次第に定着するよ

うになり、制度の構築に関してもそうした視点からの評価・批判が展開さ

れてきた。ただ、前に触れたように、純粋な国内仲裁に関しては、手続及

び実体内容に関連する司法審査が UNCITRAL モデル法に非常に近いが、

渉外仲裁に関しては、中国の司法審査が管轄権管轄を除き完全に手続事項

94 陈安「中国涉外仲裁监督机制申论」『中国社会科学』1998年第 2期。肖永平

「也谈我国法院对仲裁的监督范围―与陈安先生商榷」『法学评论』1998年 1期。
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に限定され、UNCITRAL モデル法だけでなく、国際商事仲裁の長い伝統

をもつ多く国にも認められている公序事由を取り込んでいない。

　理論上、仲裁判断に対する取消や承認・執行は、仲裁判断の拘束力また

は既判力にかかわるものである。仲裁判断の既判力は、裁判所の判決のよ

うなものであれば、 終的かつ拘束力のあるものとして認められなければ

ならないのであるが、仲裁判断の取消を含む、その既判力を否定すること

まで、裁判所によって行われることが可能であるため、法制度上、その既

判力がどのように取り扱われるべきかが問題となる。仲裁判断の拘束力ま

たは拘束性は、主に国際的な取り決めを通してそれを否定するための限定

的な法的根拠を具体的に確定することによって維持される 95。国際法協会

の「既判力と仲裁に関する暫定報告」の中で、国際仲裁における既判力が

問題となる事情が 4つあると指摘された。つまり、部分的仲裁判断と終局

判断の関係、仲裁廷と仲裁廷の関係、仲裁廷と裁判所の関係、国際の司法

裁判所あるいは国際仲裁廷と仲裁廷の関係である。ここで問題となるのは、

部分的仲裁判断と終局判断及び裁判所と仲裁廷の関係における既判力の問

題であり、いわゆる仲裁判断に対する司法の審査の問題である 96。

　仲裁判断は、暫定的判断と 終的判断に分かれる。 終判断とは、紛争

当事者によって付託されるすべての紛争を解決し、仲裁廷によって出され

た仲裁判断を指す。 終判断が下された結果、敗訴側は、裁判所に対して

仲裁の取消を求めることができるのに対して、勝訴側は、裁判所に対して

95 その検証について、中野俊一郎「国際商事仲裁における実効性の確保（二） : 
仲裁と保全処分の関係 , ならびに仲裁判断の「終局性」の概念について」『神戸

法學雜誌』1988年 38巻 2号 402頁。

96 高薇「论诉讼与仲裁关系中的既判力问题」『法学家』2010年第 6期 153-154頁。

なお、外国の仲裁判断の既判力の確保に関して、フランス民事訴訟法 1476条の

規定のように、国内法を通して明確に外国の仲裁判断に既判力を付与すること

と、ニューヨーク条約などの国際条約を通して外国の仲裁判断に対する承認・

執行を認めることが形式として考えられる。ニューヨーク条約の下では、仲裁

判断の排他的効力は、主に仲裁廷の管轄権判断及び実体判断にかかわるものと

して扱われている。同 160頁。
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仲裁判断の承認・執行を求めることが可能となる 97。部分的判断と仮判断

を同意味のものとして理解する考えがある一方、両者を区別する考えもあ

る。つまり、部分的判断は実体的請求にかかわる判断を指すものに対して、

仮判断は、管轄権または適用法に関する判断を意味するという。国によっ

て異なるが、部分的判断と仮判断に対して裁判所への異議申し立てが認め

られうる。仲裁に関する諸国立法の多くは、仲裁判断に関して、 終的判

断と暫定的判断の区別を設けていない 98。

　仲裁判断取消の結果の一つとして再仲裁が考えられる 99。渉外仲裁判断

の取消に関連する再仲裁の適用は、民事訴訟法 274条に基づいて理解され

るべきである。①当事者が契約中に仲裁条項を設けておらずまたは事後に

書面をもって仲裁協定に達しなかったことは、仲裁権限が存在しない状況

に当たり、再仲裁の適用は認められない（1項）。②被申立人が指定した仲

裁人または仲裁手続に関する通知を受け取っていない事情、あるいは被申

し立て人の責任に帰さない原因でその意見の陳述ができなかった事項は、

法定手続に違反する事項に当たり、再仲裁の適用は可能である（2項）。③

仲裁廷の構成または仲裁手続が仲裁規則に適合していないという事情は、

手続事項に属し、再仲裁の適用は可能である（3項）。④仲裁判断の事項が

仲裁協定の範囲に属さないまたは仲裁機関が管轄権を有しない事項にあた

る事情は、越権行為に基づいた仲裁であり、再仲裁の適用は可能である（4

項）100。

97 Margaret L. Moses, supra note 4, p.190.
98 Ibid., p.191.
99 1985年 UNCITRAL の仲裁モデル法 34条 4項では、仲裁判断の取消の取り

扱いに関連する再仲裁手続が定められている。王哲「重新仲裁的适用情形应仅

限于程序事项」『国际商务研究』第 36卷第 204期 2015年 7月 86頁。李广辉「仲

裁判断撤销制度之比较研究―兼谈我国仲裁判断撤销制度之完善」『河南大学学

报（社会科学版）』第 52卷第通期 2012年 7月 56-59頁。モデル法の再仲裁に関

する研究について、Kalinowska Vel Kalisz, Beata Gessel, “UNCITRAL Model Law: 
Composition of the Arbitration Tribunal Re-considering the Case upon Setting Aside 
of the Original Arbitration Award”, Journal of International Arbitration, Vol.34, no. 1 
(2017), pp.17–34.
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　仲裁判断の取消と執行拒否に関する司法審査において、実質的に同一の

理由基準が適用されている。にもかかわらず、法律上、取消請求が認めら

れなかった場合、当事者は手続き上依然として同様な理由をもって執行拒

否の抗弁を行うことができる。その結果、裁判所による 2度の審査が可能

であり、これは、訴訟の不経済をもたらすものとして問題視されている。

　例えば、2013年深圳中級法院は、仲裁手続の法令違反及び仲裁人の汚職

を理由に申請人から提起された仲裁判断の取消請求について、審議の末、

棄却の判決を下した（（2013）深中法涉外仲字第 18号申请撤销仲裁判断案）。

その後、仲裁判断の執行拒否請求がなされた同一の事件で、ほぼ同様な理

由をもって請求人はまた執行拒否の抗弁を行った。裁判所は審理の末、こ

の抗弁をも棄却した （（2013）深中法涉外仲字第 134号案）。同種類の事件は、

他に多く見られる。法規定上のこうした不備は一部司法解釈を通して埋め

られている。それによれば、取消訴訟が開始された場合、執行拒否訴訟が

停止することとなり、取消訴訟が終了した後、執行拒否請求の抗弁を提出

することが認められないこととなっている 101。学説上では、このような司

法解釈は法規定の中で明確に盛り込まれるべきだとする意見が強い。

　本来、2012年民事訴訟法の改訂をめぐる議論の過程で、仲裁判断の取

消と執行拒否に関する事由の統一が議論されたが、意見の対立が非常に大

きく、結果としてこの問題に対する取扱いは現状のままにしたのである。

多数意見の認識では、この 2つの手続は、異なる機能と意義を有するもの

で、ともに維持されるべきであるが、事由に対する当事者の重複利用を回

避すべきである。これに対して、一つの手続しか維持すべきではないとい

う意見がある。その理由としては、すでに効力が発生した仲裁判断に対し

て二度にわたる司法審査を行うことは、仲裁の一審終審の原則や紛争の迅

速な処理の原則に適合せず、当事者の訴訟負担の増加だけでなく、司法の

権威も害するものである 102。具体的にみると、仲裁判断の取消手続を廃

100 王哲、同上 87頁。

101 2006年司法解釈 26条。
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止するべきであり、理由としては、仲裁は仲裁地の裁判所の干渉を受ける

べきではないこと、取消手続が不必要に紛争の解決を遅延させること、仲

裁判断の承認・執行に関する司法監督の手続が確立されている以上、取消

手続は結果として仲裁に対する過重の監督となること、しかも取消と拒否

の事由が同一であることなどがあげられる 103。また、仲裁判断の執行拒

否の手続を廃止べきであるという主張もある。理由としては、仲裁判断の

取消の事由は、その執行拒否の事由を内包しより広いものとなっているこ

とがあげられる 104。

　そうした二重構造の司法審査制度が仲裁に対する司法のコントロールの

性格を示している一方、渉外仲裁を含む国際仲裁に関して、可能な限り国

際的基準に合わせ緩やかな形で司法審査が行われるべきという立法趣旨を

明らかにしている。そのほか、渉外仲裁を含む中国の国内仲裁の管轄権管

轄に対する司法権限のあり方も、もう一つの側面から仲裁と司法の関係を

指し示すものである。

　なお、2006年修正された UNCITRAL モデル法もそうした二重審査の可

能性を内包している。その 34条で、仲裁判断の取消請求が定められてい

る一方、36条で仲裁判断の承認・執行を拒否する事由が規定されている。

また、ニューヨーク条約も、仲裁判断に対する司法審査に関して性質の異

なる二重の権限を認めたとされる。つまり、その主たる審査権限として、

裁判所は、仲裁地国または仲裁の法適用国の権限のある機関としてその国

内法の原則に従い仲裁判断の効力を審査する。そして、その第二階層の権

限として、裁判所は、条約に基づき外国の仲裁判断の執行可否を決定す

る権限である 105。その意味では、二重の審査は手続上では可能であるが、

102 马占军「论我国仲裁判断的撤销与不予执行制度的修改与完善―兼评『最

高人民法院关于适用中华人民共和国仲裁法若十问题的解释』的相关规定」『法学

杂志』2007年第 2期 110頁。

103 赵健『国际商事仲裁的司法监督』（法律出版社、2000年）240頁。

104 肖晗「建议取消不予执行仲裁判断的司法监督方式」『河北法学』2001年 3
期 60頁。
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仲裁裁判の迅速な実現に関しては、請求理由の重複の審査を避ける措置を

設けることが大切となる。

　3　仲裁判断の承認・執行における公序の適用

　民事訴訟法 274条では、社会公共利益に違反すると認定される渉外仲裁

の判断は執行されないと定めた。そして、283条では、外国仲裁機関の判

断について、国際条約及び相互主義に基づいたその承認・執行が判断され

る。このように、公序は明確な法的根拠をもって仲裁判断の承認・執行を

拒否する理由として適用される。

　そのほか、汚職、詐欺、一貫性の欠如は、公共政策に反するものとして

取り扱われる可能性を有する。モデル法を取り入れた国の仲裁立法の多く

は、詐欺や汚職について公共政策に反する理由に基づき仲裁判断の取消請

求を許容している。例えば、米国の連邦仲裁法の明文規定では、仲裁判断

の取消の対象は、①仲裁判断が汚職、詐欺または不当な手段で下されたも

の、②仲裁人の不公平または汚職に関して証拠が存在する場合、③仲裁人

が違法行為の罪を犯し、または当事者の権利に害をもたらすその他の不適

正行為をした場合、といった事情を含む 106。

　社会公共利益または公序の概念に関して、中国の法律上、その用語及び

具体的意味が明確にされているわけではない。社会公共利益の表現が公共

政策と比べ、やや広いことを意味するものであるが、それと互換的に使わ

れる傾向もみられる。例えば、1999年 6月交わされた「内地と香港特別

行政区が互いに仲裁判断を執行することに関する取極」では、「内地裁判

所は、内地において香港の仲裁判断を執行することが内地の社会公共利益

に違反すると認定した場合、当該判断を執行しない。同様、香港の裁判所

105 曹丽军編訳、朱建林監修「根据（纽约公约）执行外国仲裁判断的最新发展」『仲

裁与法律』2003年 1期（法律出版社、2003年）65－ 66頁。

106 Margaret L. Moses, supra note 4, pp.205-207.
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は、香港で内地の仲裁判断の執行が香港の公共政策に違反する場合、当該

判断を執行しない」と定められている。

　国際民商事の紛争解決において、公序は、重要な役割をもち、法律の

選択、域外送達、域外証拠収集、外国裁判判決の承認・執行及び国際仲裁

の司法審査などに関連する。国際仲裁における公序は、仲裁判断の承認・

執行だけでなく、国内でなされた仲裁判断の取消にも適用される。当事者

の合意で構成される仲裁廷は、主に紛争当事者間の利益抵触の解消に関心

をもち、関係国家の国益やその公序に常に心がけるわけではない。他方、

司法機関としての裁判所は、仲裁判断の承認・執行が求められている場合、

自国の公序に照らして承認・執行の妥当性と合法性を判断しなければなら

ない。中国の渉外民事訴訟の実行上、今のところ、公序の適用が外国仲裁

判断の承認・執行の事案においてのみ、その具体的な適用例がみられた。

特に、近年、国際商事海事に関連して、中国企業のかかわる仲裁事案が大

幅増加しており、裁判所は、ニューヨーク条約の締約国としての義務を

果たすため、外国の仲裁判断を承認・執行する義務をもち、その際、条

約 5条に認められている執行拒否の理由を根拠に、公序の守護者として

十分に機能を果たす必要がある。また、渉外仲裁に対する司法審査に関

しても、公序は同様の機能をもつ 107。それゆえ、公序の具体的内実をど

のように捉えるべきかが学説上、関心のある課題とされ、広く検証され

ている 108。

　今のところ、公序に基づいた拒否抗弁の事例が多くあるが、執行が拒否

された事例が 2つにとどまっている 109。1992年から 2012年の間、国際

107 王振伟「论公共秩序在国际商事仲裁司法审查中的必要性」『知识经济』2012
年 2期 42頁。

108 曾宪义、王利明『国际私法学原理与案例教程』（中国人民大学出版社、2009
年）270頁。

109 具体的には、 高院法发他〔1997〕35号事件（「北京市第一中級法院の米国

の制作会社とトム・フライト社対中国婦人旅行社の演出契約紛争に関する仲裁判

断の執行を認めないことに関する意見要請に対する 高人民法院の回答」）と

高院法发他〔2008〕11号事件（済南市中級法院のセルビア共和国 Hemofarm DD、
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仲裁判断の司法審査に関連する 19件のケースにおいて公序の適用が求め

られた 110。これらのケースに関して、 高法院が公序を理由に仲裁判断

の承認・執行を拒否すべきとしたケースが 2件あった。 初の 1997米国

制作会社事件では、渉外仲裁判断の執行が国の文化に対する規制にかかわ

り、2008年の Hemofarm 事件では、外国仲裁判断が国家の司法主権にか

かわったものとして公序を理由に、拒否された。 高法院の判例からみれ

ば、公序に関して、民事訴訟法と条約の厳格な解釈と適用がなされている

といえる 111。

　 高法院の認識では、外国仲裁判断の承認・執行の結果が中国の公共政

策に反するかどうかが問題の核心であり 112、判断の推理方法または仲裁

判断の陳述と中国法律の不一致は公序にかかわるものではない。国内の公

法に関連する事項、例えば、為替管理に関する規定に違反し対外債務を負っ

たものに関しても、公序を理由による承認・執行拒否の抗弁は認められて

いなかった 113。2010年、日本信越化学工業株式会社の日本商事仲裁仲裁

MAG 国際貿易社とリヒテンシュタインのソラモメディア有限会社の ICC の仲裁

判断の承認・執行請求を認めないことに関する意見要請に対する 高人民法院

の回答）。『涉外商事海事审判指导（18巻）』2009年 124-134頁。

110 何其生「国际商事仲裁司法审查中的公共政策」中国社会科学 2014年第 7期
144頁。

111 谷文昭「对我国国内法律规定中公共秩序保留的思考——以我国涉外仲裁裁决

执行的两个典型案例为视角」『皖西学院学报』26卷 3期 2010年 77-78頁。许静

晓「以公共秩序为由拒绝 ICC 仲裁裁决案例分析」『现代商贸工业』2009年第 11
期 241-242頁。

112 いわゆる結果論は、公序を理由に、仲裁判断の取消及び承認・執行の拒否

に関して統一的な視点を提供するものであるとされている。谷文昭、同上 81頁。

113 これと異なり、純粋な国内仲裁に関して、公法規定に違反することが執行

拒否の理由として援用されている。例えば、江蘇省塩城市中級法院の判決（盐仲

（2012）裁字第 212号）。当該事件において、裁判所は、建築工程施行契約が建築

資材借用に関する法規定及び下請け契約の存在により無効であるという申請人

の申し立てにつき、こうした事実を確認し、これらの行為は、建築資材の借用

を禁止する中国建築法 26条規定に違反し、申請人と被申請人との間に締結され

た建築工程施行契約が無効であり、それゆえ、契約の有効と判断した塩城仲裁

委員会の判断は社会公共利益に違反しており、取消とする。
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判断の承認請求案（2010年江蘇中天案）に関して、 高法院が次の立場を

表明した。「公共政策の問題は、仲裁判断を承認した結果が中国の基本的

な法制度に違反し、中国の根本的な社会利益を害するような場合に限され

るべきである」114。また、2012年の英国の仲裁判断の承認・執行請求事

件に関して、 高法院は、公共政策に関して次のような立場を表明した。「外

国の商事仲裁判断を承認し執行する結果、中国の法的基本原則に違反し、

国家主権を侵害し、国家及び社会の公共安全を脅かし、善良な風俗に違反

するなど国家の根本的な社会公共利益を脅かすような場合」に限って、公

共政策の理由が援用されうる」115。なお、その他の理由で仲裁判断の承認・

執行を拒絶した場合、公共政策の基準の適用可否について検討する必要は

ないとされている 116。

　強行規範は、公序に密接にかかわるものとして理解され、公序の適用に

どのような影響を与えるかに関して、一般理論の構築が難しく、裁判判例

の検証が重要となる。実際、中国で公序の適用を求めた 19件のケースの中、

12件が強行性規則の適用に関連していた。裁判所の処理から、次のよう

な取扱い方が読み取られている。①仲裁判断が強行性規則に違反するので

あるが、裁判所は公序の抗弁を採用しなかった。具体的にかかわったとさ

れる強行性規則には、輸出入の定額規制、先取引規制、為替管理、国外投

資が含まれた。②主張された強行性規則が係争の貨物に適用されないと判

断したものである。③公共健康と行政命令に関連すると主張されたが、重

大な衛生安全問題を引き起こすことに関して十分な証拠が提示されていな

かったため、適用が認められていなかったケース。④重大な環境汚染の結

果をもたらしたのであるが、当事者が強行性規則の適用を求めておらず、

仲裁判断と強行性規則の関係が審査の対象とならなかった。⑤ダンピング

にかかわるケースである。こうした状況からみれば、一つの結論が得られ

114 『涉外商事海事审判指导（21巻）』2010年 122頁。

115 『涉外商事海事审判指导（24巻）』2012年 116頁。

116 何其生、前掲注（110）146-147頁。
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る。つまり、公序にかかわる規則はすべて強行的性格をもつものであるが、

すべての強行性規則が全部公共政策を構成するものとして取り扱われるわ

けではないということである。

　渉外ケースの処理に関して、2012年「渉外民事訴事件適用法の適用に

関する若干問題についての 高法院の解釈」10条において、強行性規則

の認定に関して幾つかの条件が設けられている。①強行性規則が我が国の

社会公共利益の法律または行政法規にかかわるものでなければならない。

②当事者は約束を通して強行性規則の適用を排除することができない。③

強行性規則は、抵触法規定の指定によらず直接渉外民事関係に適用される。

④強行性規則が主に次の各分野にかかわる。すなわち労働者権益の保護、

食品または公共衛生安全、環境安全、為替管理などの金融安全、独禁また

はアンチダンピング及び強行性規則と認定できる他の事情である 117。

　4　暫定措置にかかわるの司法審査

　暫定措置についての司法審査は、仲裁に対する司法の重要な支援の一つ

であると同時に、それに対する監督の一環ともなる。中国においては、今

のところ、その渉外仲裁に限って問題となる。外国でなされる国際仲裁に

関連した暫定保全措置の要求に対して、裁判所は対応すべきかどうかが国

際仲裁の自律及びそれに対する国家権限のサポートを分析するにあたって

有益な素材として取り扱われているが 118、中国の裁判実務において、そ

のような事例は報告されていない。

　保全措置の命令とりわけその実施は、緊急性の考慮から、常設的機関

による一定の権威または国の公権力の発動を必要とするもので、通常司

法権の一部として裁判所に付与される。これは、仲裁の合意的性格に関

117 何其生、前掲注（110）154-156頁。

118 的場朝子「国際商事仲裁との関係での裁判所を通じた保全命令について

―シンガポールにおける状況を例として一」『京女法学』2011年第 1号。
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連し、ほぼ各国における共通の理解でもある。国家間の仲裁に関しても、

同様な実行がみられる。例えば、国連海洋法条約に認められる仲裁裁判

において暫定措置がその緊急性の理由から、仲裁廷の構成を待つことな

く、条約によって創設された国際海洋法裁判所によって行われることと

なっている 119。仲裁廷自身による暫定措置は、司法制度上どのように取

り扱われるべきかに関して、各国の態様が相当異なっている。その背後

には、拘束力のある命令とりわけその執行に関して公権力の性格が強く

認められる一方、緊急性、権威性と安定性も考慮すべき重要な要素となっ

ている。

　中国の仲裁法令上、暫定措置の命令と実施は、裁判所の専権事項とされ、

仲裁廷または仲裁機関にはそうした権限は認められていない。中国の仲裁

法 28条と 46条において、財産保全や証拠保全の権限がもっぱら裁判所に

認められている。68条では、渉外仲裁の証拠保全措置の決定権が証拠所

在地の中級法院に与えられている。また、民事訴訟法 272条では、当事者

の財産保全請求に関して、仲裁委員会がそうした請求を当事者または財産

所在地の中級法院に処理のため提出することとなっている。しかも、保全

措置は、証拠及び財産の保全に限定され、その他の保全措置に関する明文

規定は存在しない 120。なお、保全措置の請求は、当事者から裁判所に直

接行うわけではなく、仲裁機関に当たる仲裁委員会をへて提出され、手続

上、やや煩雑となっている。実行上、財産保全と証拠保全に限定される暫

定措置の範囲も問題視されている。

　UNCTRAL モデル法は、中国の仲裁法規にとって重要な参照基準とされ

ている。学界では、仮措置に関する法的規定は、2006年改正のモデル法

を基準に改正されるべきであるとしている。つまり、仲裁法の規定におけ

る暫定措置は、モデル法からみれば、仲裁廷によるものはなく、明らかに

119 国連海洋法条約 290条 5項と国際海洋法裁判所規程 25条。

120 池漫郊『国際仲裁体制的若干問題及完善―基於中外仲裁規則的比較研究』

（法律出版社、2014年）251-253頁。
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不十分なものである 121。

　UNCITRAL モデルにおいては、暫定保全措置に関して、仲裁廷に措置

を決定する権限が認められる一方、裁判所がそうした権限行使に関して手

続問題に限定した監督の権限を与えられている（17条の 10）。モデル法を

取り入れている国の一部も、これに合わせるように、仲裁廷による暫定保

全措置の命令が認められている。例えば、日本商事仲裁協会（JCAA） 改正

商事仲裁規則（2014年 2月 1日施行）では、そうした権能を仲裁廷に認め

る規定が設けられている。つまり、仲裁廷が終局判断を下す前に当事者に

命じる一時的な措置として、具体的に、現状維持のための措置、資産・証

拠の保全が規定されている（改正 JCAA 規則 66 条 1項）。ただ、留意すべ

きなのは、仲裁廷による暫定保全措置と裁判所による保全措置が性質上異

なるものであるということである。暫定保全措置は、裁判上の保全措置に

似た制度であるが、より柔軟な措置が可能な制度であり、当事者が保全措

置において申し立てることができる内容について特段制限はなく、当事者

の権利、仲裁廷の管轄又は請求にかかる権利の保全又は保護のために必要

であれば、法律や合意された規則に反しない限り、如何なる内容の命令・

判断も下すことができるとされている。例えば、請求金額に係る担保金を

提供させる命令・判断や、仲裁費用に係る担保金を提供させる命令・判断

も可能である。理論上、暫定保全措置を下すための要件は、裁判上の保全

手続と同様に、①重大または回復不能な損害の有無、②緊急性、③本案請

求が認められる蓋然性を考慮して仲裁人が判断することとなっている（改

正 JCAA 規則 66条 2 項は上記内容を規則で定めている）。

　中国においても、学説上、暫定措置に関して国家の権限を過度に強調し

た立法意図の妥当性に対して異議が出され、暫定保全措置を裁判所の専権

121 中国の仲裁法規とモデル法の比較から、暫定措置に関する法規定の改定

の必要性が論じられている。Chi Manjiao, “Is it Time for Change? A comparative 
study of Chinese arbitration law and the 2006 revision of UNCITRAL model law”, Asian 
International Arbitration Journal, Vol.5, No.2 (2009), pp.151-156.
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事項として定めている仲裁法令の欠陥が指摘されている。つまり、第 1に、

当事者の自由意思の自治に反するものである。仲裁廷に仲裁を依頼した以

上、その権限行使に対する信頼の意義を十分認識すべきである。第 2に、

暫定措置の判断に関して、仲裁廷が事件の内容を十分把握している点から

みれば、仲裁機関や裁判所よりも有利な立場をもつ 122。実行上、近年修

正さ入れた仲裁機関の仲裁規則では、例えば、2012年 CIETAC 仲裁規則

において、初めて仲裁廷による暫定保全措置の決定権が規定され（23条）、

これを遂行するため、その附則として緊急仲裁人手続規則が設けられた。

また、上海自由貿易試験区における仲裁規則においても、暫定保全措置の

命令権限は直接仲裁廷に認められている。

　上海国際仲裁委員会（SHIAC）の上海自由貿易試験区仲裁規則では、仲

裁の自律性が一層強化されている。仲裁機関による案件の受理と仲裁廷の

構成との間に求められる暫定措置に対応するため、緊急手続が設けられて

いる。関係当事者は、SHIAC によって任命される一名の仲裁人で構成さ

れる緊急仲裁廷の設立を求めることができ、当該仲裁人は当事者を拘束す

る暫定保全措置を命ずることができる。しかも、紛争当事者は、自由貿易

試験区との関連性をもたない事件をこの仲裁規則下での仲裁に付託するこ

とができる（3条）。特に、この仲裁規則下の仲裁に対する司法審査も、特

別のルールが適用される。当該仲裁に対する司法審査権限をもつ上海第 2

中級法院は、その関連で、2つの意見を出した。一つは、中国（上海）自由

貿易試験区仲裁規則を適用する仲裁事件の司法審査及び執行に関する意見

であり、もう一つは、上記意見の解釈である。これらの文書により中級法

院による仲裁協定の有効性や仲裁判断の取消が時間を大幅に短縮しより迅

速に処理されることとなっている 123。

　しかし、そうした仲裁機関の仲裁規則における暫定保全措置に関する変

122 胡荻、前掲注（89）256-259頁。

123 Giovanni Pisacane, Lea Murphyand Calvin Zhang, Arbitration in China:Rules and 
Perspectives (Springer Singapore, 2016), pp.31-32.
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更が仲裁法令上、どのように取り扱われるべきかに関しては、今のところ、

不確実性が存在する。中国の仲裁法の規定からすれば、保全措置は、仲裁

廷に申し立てられた場合、仲裁廷に対して管理的権限を有する仲裁機関が

裁判所にその申し立てを提出しなければならないこととなっている。この

ような明確な法規定を回避し、仲裁廷による暫定保全措置の命令は、法違

反に当たるかどうかが問題となる。現状では、仲裁廷による暫定保全措置

は、仲裁法令上のものと全く無関係に存在し、裁判所にその執行を求めた

としても、無視されるとも考えられる。つまり、その適用範囲の限定、現

行仲裁法令におけるその適法性及び裁判所による承認・執行の拒否の可能

性が問題とされている 124。そもそも、仲裁廷は、自ら下した暫定措置の

命令を強制的に執行する権限を有しないため、仲裁廷による暫定措置に関

する CIETAC 仲裁規則は、今のところ、仲裁地が中国の外である場合に限っ

て、適用されるものとされている 125。

　このように、中国の仲裁機関の仲裁規則の展開からみれば、仲裁廷によ

る暫定保全措置が認められ、仲裁の自律性が一層高くなっているといえる。

そうした新たな動きは、中国仲裁法の修正を求める声の一つであるとも解

される。

Ⅳ　むすびにかえて

　国際仲裁に対する中国の司法審査は、UNCITRAL 仲裁モデル法を強く

意識し、条約の厳格な遵守及び仲裁立法の改善への追求を軸に、基本的に

諸国家の実行とほぼ同様な範囲と基準をもって展開され、仲裁の自律性を

広く容認する制度となっている。

　外国でなされた仲裁判断の承認・執行に関して、手続事項の審査が中心

124 胡荻、前掲注（89）259頁。池漫郊、前掲注（120）251-253頁。

125 Woo-Jung Jon, “Interim Measures in Arbitration and Enforcement ofArbitral 
Awards in Korea and China”, Journal of Arbitration Studies, Vol. 26 No. 3 (2016), p.73.
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となり、公序違反の理由による執行拒否に関しては、執行することにより

社会公共利益が侵害されるかどうかという「結果論」が確立され、非常に

慎重で厳密な判断が行われている。公法規定あるいは強行規範との抵触が

あったとしても、簡単に公序違反として執行拒否の決定を下すわけではな

い。しかも、手続上、仲裁協定の無効、仲裁判断の取消及び執行拒否の決

定に関して、 高法院による「先決的決定」が行われ、管轄権をもつ中級

法院、その所属の高等法院及び 高法院が一体となって、 終的決定が下

されるという厳密な審査手続が適用され、その公正性と統一性が十分確保

されている。

　特に、異例といえるほど、渉外仲裁に対する取消の審査は、目立った形

で仲裁廷と仲裁機関の自律を容認している。仲裁人の汚職や法適用の過ち

に対する司法審査の権限が立法上確立されていないことに関して、強い批

判が存在しているにもかかわらず、依然として、手続事項限定の司法審査

が保たれている。しかも、仲裁判断の取消理由として公序を明確に定めて

いない立法規定も、立法の欠陥として強く批判されながら、未だに埋める

動きがみられない。むしろ、実行上、公序を理由にした仲裁判断の取消請

求に関しては、裁判所は仲裁法規定を根拠に、全く取り扱わない立場をとっ

ている。ただ、仲裁法の規定と異なり、民事訴訟法を根拠に渉外仲裁判断

の執行に関して公序が実行上適用されていることからみれば、仲裁判断の

終性と公正性との間に、中国がその独自の均衡点を見出しているといえ

よう。

　仲裁実行からみれば、仲裁立法の緻密さの欠如、立法的法解釈及び司法

審査における 高法院の特殊な地位あるいは 高法院の過度な護衛の下で

の仲裁制度の展開及び審査手続の一層合理的設計といった課題も顕著と

なっている。国際条約を厳格に遵守し、国際的に信頼され安心に利用でき

るような国際仲裁制度を構築するためには、これらの課題の克服が重要で

ある。
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52 国際商事仲裁と司法裁判の適切な関係（王）

　（本研究は、平成 28年度駒澤大学特別研究助成（個人研究）による成果

の一部である。）


