
日本企業のシンガポール
仲裁・調停等の利用方法
～ASEAN各国における紛争解決制度の最新状況を踏まえて～



弁護士法人One Asia / One Asia Lawyers 概要
弁護士法人One Asiaは、ブルネイ以外の全ASEAN諸国（シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、インドネシア、フィリピン、カ
ンボジア、ラオス、ミャンマー）、日本にオフィスを有しており、日本・ASEANをつなぐシームレスな法務サービスを提供しております。
各事務所には、日本人弁護士・専門家が常駐しており、ASEAN地域に特化した進出法務、M&A、コーポレート・ガバナンス、労

務、税務、知的財産、不動産、訴訟・仲裁対応などについて、現地法弁護士と連携の上、現地に根付いた最適なサービスを、ワン
ストップで提供しております。
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講師紹介
プロフィール
日本の大手法律事務所（森・濱田法律事務所）に約7年間勤務後、シンガポールの大手法律事務所（Rajah & Tan法律事務所）
にパートナー弁護士として勤務。その後、ベーカー&マッケンジー法律事務所アジアフォーカスチームのヘッドを約3年間務め、
2016年7月、弁護士法人One Asiaを創立。
シンガポールを中心にクロスボーダーのアジア法務全般（M&A、国際商事仲裁等の紛争解決等）のアドバイスを提供している。
2014年、日本法弁護士として初めてシンガポール司法試験に合格し、シンガポール法のアドバイスも提供している。日本人弁護
士として初めてシンガポール国際仲裁センター（SIAC）においてケースマネージングオフィサーとして勤務した経験を生かし、数
多くのアジア・クロスボーダーのM&A案件、国際商事仲裁案件（SIAC、ICC、KLRCA、およびBANI等）などを取り扱っている。

また、国際税務の知識をもとに、シンガポールの統括会社設置、アジア全域の子会社再編などについてのアドバイスも提供して
いる。

主要プロジェクト一覧
− 日本化粧品メーカーと韓国企業との株式譲渡契約を巡る紛争（ICC、仲裁地シンガポール、被申立人を代理）
− 日本大手デパートと米国企業との国際ライセンス契約を巡る紛争（ICC、仲裁地ニューヨーク、被申立人を代理）
− 日本プラントメーカーと中国企業とのプラント建設契約を巡る紛争（ICC、仲裁地シンガポール、被申立人を代理）
− 日本大手化粧品メーカーとシンガポール企業との代理店契約を巡る紛争（ICC、仲裁地日本、申立人を代理）
− 日本大手プラントメーカーとインド企業との発電所建設を巡る紛争（ICC、仲裁地シンガポール、申立人を代理）
− ベトナム企業とマレーシア企業のライセンス契約を巡る紛争（SIAC、仲裁地シンガポール、単独仲裁人）
− 日本建機メーカーとマレーシア企業との代理店契約を巡る紛争（SIAC、仲裁地シンガポール、申立人を代理）
− 日本化学品企業とシンガポール企業との供給契約を巡る紛争（SIAC,仲裁地シンガポール、被申立人を代理）
− 日本大手建設会社とマレーシア企業との建設瑕疵を巡る紛争（SIAC、仲裁地シンガポール、被申立人を代理）
− 日本大手建設会社とマレーシア企業との建設瑕疵を巡る紛争（KLRCA、仲裁地マレーシア、申立人を代理）
− 日本建設会社とインドネシア企業との建設契約を巡る紛争（BANI、仲裁地インドネシア、被申立人を代理）
− 日本化粧品メーカーとインドネシア企業との代理店契約を巡る紛争（JCAA、仲裁地日本、被申立人を代理）
− 日本商社とベトナム企業との港湾建設契約に関する紛争（アド・ホック仲裁、仲裁地ベトナム、申立人を代理）

主要著書一覧
「アジア国際商事仲裁の実務」（LexisNexis、2014年6月）
「アジアにおける外国仲裁判断の承認・執行に関する調査研究」（法務省、2011年）
「2012年ICC仲裁規則の改正」（国際商事法務、2012年12月）
「シンガポール国際商事仲裁（上）（下）」（国際商事法務、2012年5月、6月） その他著書多数

栗田 哲郎
弁護士（日本法、ニューヨーク法、
シンガポール法）
One Asia Lawyers
シンガポール事務所 代表
tetsuo.kurita@oneasia.legal
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第一部
ASEAN各国の紛争解
決・仲裁制度の概要、
最新の改正法の状況
Dispute Resolution
system in ASEAN
countries & Recent
amendments



ASEAN各国の裁判制度
基本法 ディスカバリー制度 弁護士秘匿特権制度 裁判制度 陪審制度 クラスアクション 使用言語

シンガポール 判例法（コモン・
ロー）

存在 法律専門職秘匿特権
（Legal Professional Privilege）

二審制 なし 代表訴訟
（Representative
Action）

英語

タイ 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし あり タイ語

ベトナム 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

二審制 なし なし ベトナム語

カンボジア 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし なし カンボジア語

ラオス 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし なし ラオス語

ミャンマー 不明確 不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし なし ミャンマー語

マレーシア 判例法（コモン・
ロー）

存在 法律専門職秘匿特権
（Legal Professional Privilege）

三審制 なし 代表訴訟
（Representative
Action）

マレーシア語

（ただし、英語の
利用も可能）

インドネシア 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし なし インドネシア語

フィリピン 判例法（コモン・
ロー）

存在 法律専門職秘匿特権
（Legal Professional Privilege）

三審制 なし なし 英語

日本 大陸法（シビル・
ロー）

不存在 専門職秘匿特権
（Professional Secrecy Obligation）

三審制 なし（ただし、刑
事事件を除く）

あり 日本語
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ASEAN各国の仲裁制度
仲裁法 ニューヨーク条

約の加盟
主な仲裁機関 UNCITRALモデル法

への準拠

シンガポール Arbitration Act International 
Arbitration Act

加盟済 Singapore International Arbitration Centre (SIAC) 準拠

タイ Arbitration Act B.E 2545 加盟済 The Thai Arbitration Institute (TAI)
Thailand Arbitration Center (THAC)

準拠

ベトナム Law on Commercial Arbitration No. 
54/2010/QH12

加盟済 Vietnam International Arbitration Centre at the Vietnam 
Chamber of Commerce and Industry (VIAC)

一部準拠

カンボジア The Commercial Arbitration Law of 
the Kingdom of Cambodia

加盟済 Cambodia National Arbitration Centre (CNAC) 準拠

ラオス Law on Resolution of Economic 
Dispute

加盟済 Economic Dispute Resolution Center (EDRC) of Ministry of 
Justice

準拠していない

ミャンマー Arbitration Act (2016.1.5.) 加盟済 主な仲裁機関なし 大部分準拠

マレーシア Malaysian Arbitration Act 2005 
(AA)

加盟済 The Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA) 準拠

インドネシア Arbitration Act 加盟済 BANI Arbitration Center (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) 準拠していない

フィリピン Republic Act No. 876
“Philippine Arbitration Law”

加盟済 Philippine Dispute Resolution Center (PDRC）
Construction Industry Arbitration Commission (CIAC)

準拠

日本 Arbitration Act 加盟済 Japan Commercial Arbitration Association (JCAA) 準拠





シンガポール裁判制度

シンガポール国際商事裁判所
（Singapore International

Commercial Court）

上訴裁判所
（Court of Appeal）

上級裁判所
（Supreme Court）

少額事件裁判所
（Small Claim 

Tribunals）

共同体裁判所
（Community 

Court）

少年裁判所
（Juvenile Court）

検死官裁判所
（Coroner’s 

Court）

家事裁判所
（Family Court）

治安判事裁判所
（Magistrate Court
訴額SGD60K以下)

地方裁判所
（District Court

訴額SGD250K以下)

下級裁判所
（Subordinate Courts）

高等裁判所
（High Court

訴額SGD250K以上)
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コモンロー国の強力な仮差押制度

• Mareva Injunction (Freezing Order)
(1) 原告に勝訴の見込みを有すること(Good Arguable Case)
(2) 被告が管轄圏内に資産を有すること（Domestic Marevaの場合。これに対してWorldwide Marevaの
場合は、管轄圏内に十分な資産がなく、かつ海外に資産があること）
(3) 被告が資産を散逸して原告の得た判決を執行できなくさせる現実的危険性（Real Risk of Dissipation 
of Assets）があること

• Anton Piller (Search Order)
(1) 原告が、一見して強力な勝訴の見込みを有すること（Strong Prima Facie Case）
(2) 裁判所の命令によって回避される原告の損害が甚大であること（Very Serious）
(3) 被告が手元に原告の請求の原因となった文書等を所有しているという明確な証拠を有すること
（Clear Evidence）
(4) 被告が当該文書等を毀損する現実的な可能性を有すること（Real Possibility）



債権者破産の申し立ての有効性

• Letter of Demand

• Statutory Demand

A creditor may only file a Bankruptcy Application against a debtor if, amongst other things, the debt owed 
is not less than S$15,000 and the debtor is unable to pay the debt. Under the law, a debtor is presumed 
to be unable to pay a debt if he does not comply with or apply to set aside a Statutory Demand. After a 
Statutory Demand demanding payment is served on a debtor; and the debtor:
(a) does not make payment within 21 days; or
(b) does not apply to the Court within 14 days (or 21 days, if the Statutory Demand was served on the 
debtor outside jurisdiction) to set aside the Statutory Demand,
the creditor may proceed to file a creditor’s Bankruptcy Application against the debtor.



シンガポール3つの裁判外紛争解決制度

• Singapore International Arbitration Centre (SIAC)
• Singapore International Mediation Centre (SIMC), established 2014 November
• Singapore International Commercial Court (SICC), established 2015 January





• 国際商事性：the claim in the action is of an international and commercial nature;
• 書面による合意：the parties to the action have submitted to the SICC’s jurisdiction under a written 

jurisdiction agreement; 
• 終局的判決：the parties to the action do not seek any relief in the form of, or connected with, a 

prerogative order (including a mandatory order, a prohibiting order, a quashing order or an order for 
review of detention).

管轄およびケース

27-Dec-17B2C2 Ltd v Quoine Pte Ltd [2017] SGHC(I) 11
17-Nov-17BNP Paribas SA v Jacob Agam and Anor [2017] SGHC(I) 10
21-Sep-17Tozzi Srl (formerly known as Tozzi Industries SpA) v Bumi Armada Offshore Holdings Ltd and Anor [2017] SGHC(I) 08
15-Aug-17CPIT Investments Limited v Qilin World Capital Limited and Anor [2017] SGHC(I) 07

25-Jul-17BCBC Singapore Pte Ltd & Anor v PT Bayan Resources TBK & Anor [2017] SGHC(I) 06
17-Jul-17CPIT Investments Ltd v Qilin World Capital Ltd and Anor [2017] SGHC(I) 05

18-May-17Jacob Agam & Anor v BNP Paribas SA [2017] SGCA(I) 01
4-Apr-17Teras Offshore Pte Ltd v Teras Cargo Transport (America) LLC [2017] SGHC(I) 04

13-Mar-17Telemedia Pacific Group Limited & Anor v Yuanta Asset Management International Limited & Anor [2017] SGHC(I) 03
17-Feb-17BNP Paribas v Jacob Agam & Anor [2017] SGHC(I) 02

8-Feb-17Arris Solutions, Inc and Ors v Asian Broadcasting Network (M) Sdn Bhd [2017] SGHC(I) 01
7-Dec-16Telemedia Pacific Group and Anor v Yuanta Asset Management International Limited and Anor [2016] SGHC(I) 06

28-Oct-16BNP Paribas v Jacob Agam & Anor [2016] SGHC(I) 05
15-Sep-16CPIT Investments Limited v Qilin World Capital Limited and Anor [2016] SGHC(I) 04
30-Jun-16Telemedia Pacific Group and Anor v Yuanta Asset Management International Limited and Anor [2016] SGHC(I) 03
22-Jun-16Teras Offshore Pte Ltd v Teras Cargo Transport (America) LLC [2016] SGHC(I) 02

12-May-16BCBC Singapore Pte Ltd and Anor v PT Bayan Resources TBK and Anor [2016] SGHC(I) 01



専門裁判官

The Honourable
the Chief Justice 

Sundaresh
Menon

The Honourable
Justice Chan Sek

Keong, Senior 
Judge

The Honourable
Justice Belinda 
Ang Saw Ean, 

High Court 
Judge

The Honourable
Justice Woo Bih
Li, High Court 

Judge

The Honourable
Justice Judith 
Prakash, High 
Court Judge

The Honourable
Justice Tay Yong 

Kwang, High 
court Judge

The Honourable
Justice Choo 

Han Teck, High 
Court Judge

The Honourable
Justice Chao 

Hick Tin, Judge 
of Appeal

The Honourable
Justice Quentin 

Loh Sze-On, 
High Court 

Judge

The Honourable
Justice George 

Wei, High Court 
Judge

The Honourable
Justice Chan 

Seng Onn, High 
Court Judge

The Honourable
Justice Vinodh

Coomaraswamy, 
High Court 

Judge

The Honourable
Justice Lee Seiu
Kin, High Court 

Judge

The Honourable
Justice Steven 
Chong, High 
Court Judge

The Honourable
Justice Andrew 

Phang Boon 
Leong, Judge of 

Appeal
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AUSTRIA
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JAPAN
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HONG KONG
• MR ANSELMO REYES SC

AUSTRALIA
• MR JOHN DYSON 

HEYDON AC QC
• JUSTICE PATRICIA 

ANNE BERGIN SC
• JUSTICE ROGER D 

GILES QC

UNITED KINGDOM
• SIE BERNARD RIX
• SIR VIVIAN RAMSEY QC
• MR SIMON THORLEY 

QC
• SIR BERNARD EDER



SICC判決の承認・執行

• Reciprocal Enforcement of Commonwealth Judgments Act (Cap 264)
• Reciprocal Enforcement of Foreign Judgments Act (Cap 265)相互条約に基づく承認・執行

• Action on judgment debt簡易手続に基づく承認・執行

• US, EU Member States (except Denmark), Mexico, Singapore & Ukraine are signatories
• EU and Mexico has ratified the Convention
• Entered into force on 1 October 2015
• Singapore ratified the Convention on 2 June 2016 – comes into force 1 October 2016

ハーグ条約（Hague Convention 
on Choice of Court Agreements）

に基づく承認・執行



MALAYSIA

成功した工業化・資源大国
バランスのとれた東南アジアの優等生



＜裁判所の言語＞
Section 8 of National Language Acts 1963/67 に
よると、全ての裁判手続きはNational Language
（マレー語）によるものとされると規定されている。
しかし、マレーシアにおいては裁判所の判例など
には、英語の翻訳がなされることが多く、多くの手
続きが英語でなされていることが現状となってい
る。

特別裁判所（Special Court）
・統治者（Ruler）による不法行為を主な管轄とする

裁判所
※ Ruler：the Yang di-Pertuan Agong (King),
the sultans of monarchical states in Malaysia,
the Yang di-Pertua Negeri, and the Yang di-
Pertuan Besar
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マレーシアの裁判制度



クアラルンプール地域仲裁センター

（Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration, KLRCA）

・UNCITRALモデル仲裁法に沿った規則
・Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)によって設立
・Islamic Principlesに関するArbitration ruleを有している
・Fast track arbitration ruleも別途に有している

・マレーシアのその他の仲裁機関
Engineers Malaysia
Malaysian Rubber Board
Palm Oil Refiners Association of Malaysia
Institution of Surveyors
Malaysian International Chambers of Commerce
Malaysia Institute of Architects
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タイの紛争解決まとめ

＠ 2017 One Asia Lawyers

紛争解決場所 方法 特徴

タイ 裁判 三審制
言語は、原則タイ語
一般的に利用されている（年間150万件程度利用）

タイ 仲裁 UNCITRALモデル法に準拠（一部タイ独自の規定有り）
各当事者が仲裁員を選定する過程があるため、裁判よりも公平性が高い
一回の手続きで紛争解決が可能

外国 裁判 外国判決の承認・執行手続に関する条約がない場合、タイ国内での判決の執行ができな
い（日本との間では相互協定なし）

外国 仲裁 公平性の観点から望ましいが、タイ国内での外国仲裁判断の承認が必要となる
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タイの裁判制度

出所: Court of Justice Thailand ウェブサイトより

・ 三審制を採用

・ 原則タイ語

・ ①司法裁判所

②憲法裁判所

③行政裁判所

④軍事裁判所の類型

・一審で1年〜3年
・控訴・最高裁で1年〜3年



タイ裁判所の状況
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出所: Court of Justice Thailand ウェブサイトより



TAIの特徴

• Thai Arbitration Institute (TAI)   
-司法省（Office of the Judiciary)の監督下

‐1990年に設立

- TAIは仲裁人リストを準備しているが、仲裁人リストから仲裁人を選定しても問題ない

2015年度の新規申立数と解決案件数
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Thai Arbitration Institute(TAI)の案件推移
年度 新件数 解決案件数 中断件数 新件の請求総額(バーツ)
1990 1 – 1 12,465,991
1991 7 3 5 55,109,041
1992 10 7 8 1,056,136,304
1993 10 12 6 1,067,151,723
1994 13 7 12 6,479,387,210
1995 17 13 16 204,210,799
1996 20 22 14 1,200,511,319
1997 48 18 44 2,783,744,858
1998 80 46 78 11,314,793,665
1999 109 85 102 6,900,515,945
2000 64 75 91 38,456,196,870
2001 46 49 88 11,893,101,982
2002 49 45 92 22,627,766,527
2003 72 54 110 5,386,931,850
2004 127 69 168 133,140,758,810
2005 136 84 220 74,691,706,043
2006 126 101 245 8,053,099,863
2007 148 95 298 8,567,876,832
2008 134 99 333 80,682,479,070
2009 122 111 344 30,291,920,555
2010 124 136 332 51,412,113,367
2011 119 120 331 110,802,862,407
2012 154 133 352 9,593,473,432
2013 119 113 358 30,214,905,531
2014 109 130 337 33,970,383,119
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THACの特徴
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Thailand Arbitration Center (THAC)

比較的、新しい仲裁機関

THAC規則（2015年7月1日発効）

(1) Regulations on Arbitration B.E. 2558 (2015)
(2) Regulations on Ethics of Arbitration B.E. 2558 (2015)
(3) Regulations on the Board of Arbitration B.E. 2558 (2015)

出所: Thailand Arbitration Center ウェブサイトより



ASEAN最大の人口・面積を誇る
赤道のエメラルド

INDONESIA



インドネシア裁判制度

通常裁判所

（Civil Court）

憲法裁判所

（Constitutional Court）

最高裁判所

（Supreme Court）

公共裁判所

(Public Court)

上級裁判所

（High Court）

地域裁判所

（District Court）

宗教裁判所

（Religious Court）
行政裁判所

（Administrative Court）
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インドネシア仲裁委員会
(BANI Arbitration)
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新規申立数推移

紛争類型 2010-2014
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BANI Arbitrationの特徴

• 仲裁人リストから選定される（インドネシア人74名、外国人54名）

• 外国人仲裁人が選定されたのは2011年から2015年で1.5％
• インドネシア法の場合、インドネシア仲裁人が1名必要

• 仲裁人任命から180日以内に仲裁判断と期間が短いが、80％が期
限以内に終了している、もっとも仲裁人任命までに2か月以上

• 言語は基本的にインドネシア語、英語指定の場合も英語・インドネシ
ア語併記

• 仲裁人任命後2週間に一度は期日が開催される

• IBA証拠規則は原則として採用されない
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ベトナムの紛争解決まとめ
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紛争解決場所 方法 特徴

ベトナム 裁判 二審制
原則、ベトナム語
民事裁判では、人民参審員が民間から選任
公開裁判が原則
手続の不透明性、公平性、汚職などにより信頼性が未だに低い

ベトナム 仲裁 UNCITRALモデル法に一部準拠
各当事者が仲裁員を選定する過程があるため、裁判よりも公平性が高い
一回の手続きで紛争解決が可能

外国 裁判 外国判決の承認・執行手続に関する条約がない場合、ベトナムでの判決の執行
ができない（日本との間で相互協定なし）

外国 仲裁 透明性、公平性の観点から望ましいが、ベトナム国内での外国仲裁判断の承認
が必要となる



ベトナムの政治制度

ベトナム共産党
全国代表者大会

国会
（国権の最高機関）

最高人民裁判所

国家主席
(国家元首)

首相
（政府首班）

政府

大臣 大臣 大臣

中央委員会
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Vietnamese Court System (Cont.)

最高人民裁判所
（Supreme People’s 

court）

上級人民裁判所
（Superior people’s 

courts）

省・中央直轄人民裁判所
（People’s courts of provinces and 

centrally run cities ）

県・郡・省直轄市人民裁判所
（People’s courts of districts, towns, 
provincial cities and the equivalent）

ベトナムの裁判制度

＠ 2017 One Asia Lawyers

・ 二審制を採用

・ 原則ベトナム語

・ 職業裁判官と参審員の合議法廷

・ 2015年に民事訴訟法が改正

・ 予見可能性低い？

・ 賄賂要求があり得る？

・ 人材不足 などの問題有り



ベトナムの裁判制度

最高人民裁判所
（Supreme People’s court）

上級人民裁判所
（Superior People’s courts）

省・中央直轄人民裁判所
（People’s courts of provinces 

and centrally run cities）

県・郡・省直轄市人民裁判所
（People’s courts of districts, towns, 
provincial cities and the equivalent）

刑事裁判所
（Criminal court）

民事裁判所
（Civil court）

経済裁判所
（Economic court）

労働裁判所
（Labour court）

行政裁判所
（Administrative court）

家事少年裁判所
（Family and Juvenile 

court）
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刑事裁判所
（Criminal court）

民事裁判所
（Civil court）

行政裁判所
（Administrative court）

経済裁判所
（Economic court）

労働裁判所
（Labour court）

家事少年裁判所
（Family and Juvenile 

court）



− 2016年7月1日に改正民事訴訟法が施行
− 実質的な承認・執行まで約1年程度を要する
− ベトナムは、1995年にニューヨーク条約に加盟済みだが、、、、

ベトナムにおける外国仲裁判断の承認・執行

ベトナムでの外国仲裁判決の承認割合

44%
46.2%

9.8%

recognition

rejection

processing

＠ 2017 One Asia Lawyers
出所: VIAC資料より



Grounds for rejection of foreign arbitral awards:
• the parties lack the capacity to sign the arbitration agreement in accordance with the law applicable to each party;
• the arbitration agreement is invalid under the governing law selected by the parties or, in case there is no law selected,

under the law of the jurisdiction where the foreign arbitral award is rendered;
• the respondent was not duly and timely notified of the arbitrators’ appointment or the arbitration process, or where other

legitimate reasons meant the respondent could not exercise its procedural rights in the arbitration;
• the foreign arbitral award was made where no settlement was requested or went beyond the request of the disputing parties;
• the composition of the arbitral tribunal and/or the arbitration proceedings was not in accordance with the arbitration

agreement of the parties or the applicable law;
• the award is not yet legally binding on the parties;
• the award has been overruled or suspended by competent authorities of the country where the award was made or whose

law was the governing law;
• the relevant dispute cannot be resolved by arbitration in accordance with the laws of Vietnam; or
• the recognition and enforcement of the foreign award in Vietnam is contrary to the “fundamental principles of the laws of

Vietnam”.

仲裁判断の取消

＠ 2017 One Asia Lawyers

出所: VIAC資料より



Vietnam International Arbitration Centre（VIAC）
で処理されている案件数: 146件
VIACで解決した紛争の種類:

紛争の種類 2013年 2014年 2015年

売買契約関連紛争 43 52 76

建設関連紛争 19 26 21

保険関連紛争 2 6 10

金融関連紛争 1 5 4

その他紛争 21 22 30

保険関連紛争
7%

売買契約関連
紛争 54%

その他紛争 21%

建設関連紛争
15%

出所: VIAC資料より

金融関連紛争 3%

1993年から2015年までVIACで取り扱われた案件数

＠ 2017 One Asia Lawyers

出所: VIAC資料より

ベトナムの仲裁制度



＠ 2017 One Asia Lawyers

仲裁当事者の国籍比較

出所: VIAC資料より



- 累積実績 1052件

- 2015年実績 68件

- ベトナム国籍企業の申立が
増加傾向

＠ 2017 One Asia Lawyers

出所: VIAC資料より



PHILIPPINES
人口1億人を超える

新しいアジアのエンジン



フィリピンの紛争解決制度

知花いずみ「フィリピンにおける司法制度の枠組」より抜粋







カンボジアの紛争解決まとめ

＠ 2017 One Asia Lawyers

紛争解決場所 方法 特徴

カンボジア 裁判 三審制
原則、カンボジア語
手続の不透明性、公平性、信頼性が低い
裁判官が法律を十分に理解することができていない状況

カンボジア 仲裁 UNCITRALモデル法に準拠
各当事者が仲裁員を選定する過程があるため、裁判よりも公平性が高い
一回の手続きで紛争解決が可能

外国 裁判 外国判決の承認・執行手続に関する条約がない場合、カンボジア国内での判決
の執行ができない（日本との間で相互協定なし）

外国 仲裁 透明性、公平性の観点から望ましいが、カンボジア国内での外国仲裁判断の承
認が必要となる
（現段階では、数件、外国仲裁判断が承認された事例有り）
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カンボジアの裁判制度

・ 民事訴訟法は日本とほぼ同様

・ 三審制を採用

・ 原則、カンボジア語

・ 予見可能性低い

・ 時間と費用を要する

・ 賄賂が横行

・ 人材不足 など問題多数

最高評議会

カンボジア

最高裁判所

控訴裁判所

（1か所）

地方裁判所

（計24か所）
地方裁判所

プノンペン自治裁
判所

地方裁判所

憲法裁判所
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カンボジアの仲裁制度

1 カンボジア国立仲裁センター

（National Commercial Arbitration Center, NCAC, 2006年設立, 
2014年7月に第一総会が開催) 
2) カンボジア労働仲裁委員会

(Labor Arbitration Council, LAC, 2003年設立) 
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National Commercial Arbitration Center
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ラオスの紛争解決まとめ

＠ 2017 One Asia Lawyers

紛争解決場所 方法 特徴

ラオス 裁判 三審制
原則、ラオス語
手続の不透明性、公平性、信頼性が低い
裁判官が法律を十分に理解することができていない状況

ラオス 仲裁 UNCITRALモデル法に準拠していないので、注意が必要
各当事者が仲裁員を選定する過程があるため、裁判よりも公平性が高い
一回の手続きで紛争解決が可能

外国 裁判 外国判決の承認・執行手続に関する条約がない場合、ラオスでの判決の執行が
できない（日本との間で相互協定なし）

外国 仲裁 透明性、公平性の観点から望ましいが、ラオス国内での外国仲裁判断の承認が
必要となる
（現時点では、外国仲裁判断が承認された事例なし？）



最高人民裁判所

（１か所）

ラオス

最高人民裁判所

（３か所）

地域人民裁判所

（１７か所）

地区人民裁判所

（６６か所）
地区人民裁判所 地区人民裁判所 地区人民裁判所

・ 三審制を採用

・ 原則、ラオス語

・ 予見可能性低い

・ 時間と費用を要する

・ 賄賂が横行

・ 人材不足 など問題多数

＠ 2015 JBLメコングループ

ラオスの裁判制度

＠ 2017 One Asia Lawyers

軍事裁判所



ラオス仲裁制度

・経済紛争解決センター

（Economic Dispute Resolution Center, EDRC,  2010年設立）

・UNCITRALモデル法に準じていない

・司法省（Ministry of Justice）の管理下に置かれており比較的、裁判所などか
らの影響が強い

- 2010年 36件（国内24件、国際12件）

- 2011年 54件（国内35件、国際19件）

- 2012年 40件（国内28件、国際12件
- 2013年 23件（国内15件、国際8件）

- 2014年 29件（国内20件、国際9件）

- 2015年 15件（国内3件、国際12件）
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ミャンマーの紛争解決まとめ

＠ 2017 One Asia Lawyers

紛争解決場所 方法 特徴

ミャンマー 裁判 三審制
原則、ミャンマー語
手続の不透明性、公平性、信頼性が低い
裁判官が法律を十分に理解することができていない状況
裁判途中の和解ケースが少ない

ミャンマー 仲裁 UNCITRALモデル法に大部分準拠
各当事者が仲裁員を選定する過程があるため、裁判よりも公平性が高い
一回の手続きで紛争解決が可能

外国 裁判 外国判決の承認・執行手続に関する条約がない場合、ミャンマーでの判決の執行ができ
ない（日本との間で相互協定なし）

外国 仲裁 透明性、公平性の観点から望ましいが、ミャンマー国内での外国仲裁判断の承認が必要
となる
（現段階では、外国仲裁判断が承認された事例なし？）



最高裁判所

管区高等裁判所

自治管理管区裁判所 自治管理区裁判所

タウンシップ裁判所 特別裁判所

少年裁判所 地方自治裁判所 交通裁判所

地区裁判所

州高等裁判所
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ミャンマー裁判制度

軍事裁判所

憲法裁判所

＠ 2017 One Asia Lawyers

・ 三審制を採用

・ 原則、ミャンマー語

・ 予見可能性低い

・ 時間と費用を要する

・ 賄賂が横行

・ 人材不足 等



ミャンマー仲裁法

• 1944年: 仲裁法 UNCITRALモデル法に準拠していなかった

• 2013年4月: ニューヨーク条約加入

• 2016年1月5日: 仲裁法成立 UNCITRALモデル法に準拠

• 仲裁センターは未だに不存在

ミャンマー仲裁法の特徴

- 当事者の合意がない場合、高等裁判所長官が仲裁人を選任（仲裁法13条）

- 国際仲裁の場合は当事者が選択した準拠法に基づき判断されるが、国内仲
裁の場合、ミャンマー法が準拠法となる（仲裁法32条(a)）
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日本裁判制度

最高裁判所

(Supreme Court)

高等裁判所

(High Court)

地方裁判所・家庭裁判所

(District Court / Family Court)

簡易裁判所※

（Summary Court）

上告

控訴

上告

控訴

上告

控訴

特別上告

※訴額が140万円以下の事件、支払督促や一般・特定調停など

＠ 2017 One Asia Lawyers



日本版クラスアクション制度の創設

• 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の
特例に関する法律 2016年10月1日施行
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第二部
日本企業のシンガポール
仲裁・調停等の利用方法



日本企業はASEAN各国の紛争解決制度をど
の程度信用しても良いのか？



Question

• 事業が拡大するにつれ、ASEAN各国の裁判所を管轄として合意しな
ければならない場面も多くなってきています。ASEAN各国の裁判所
の透明性はどのような状況でしょうか？ASEAN各国の裁判所で日本
企業などの外国企業にも公平な裁判は期待しても良いのでしょう
か？

• Our business is expanding in ASEAN countries, and we
encounter so many situations where we have to agree on
the jurisdiction in local courts. How transparent the local courts in 
ASEAN countries could be? Are they fair to foreign companies?



裁判を選択すべきか、仲裁を選択すべきか？

国家裁判所 国際商事仲裁

国外強制執行
国家の権限の発動であるため、特
別な条約等がない限り、法域を超
えた強制執行は困難

NY条約等によって、法域を超えて強制執行
が可能

当事者の合意の
必要性

訴訟を行うという合意は不要
仲裁を行うことについての合意（仲裁合意）
が必要

上訴 ※Set Aside あり なし

手続の公開 原則公開 原則非公開

判断者の選定可能性 選定不可（裁判官） 選定可能（仲裁人）

手続・証拠法 選定不可 選定可能

言語 選定不可（現地語） 選定可能

送達
原則外交ルートなどを通じなけれ
ばならないため煩雑で時間を
要する

各仲裁法、仲裁規則などに従って決定され
るが、外交ルートを通さなくてもよいことが一
般的であるため、比較的容易に送達可能

費用 低廉 高額（仲裁人費用）

予見可能性 比較的容易（判決は公開） 比較的困難（仲裁判断は非公開）

公平性 法域・裁判官による 仲裁人による



インドネシアにおける裁判の状況

【2012年5月13日日経新聞より】

インドネシアの特別捜査機関、汚職撲滅委員会は13日、日本の電線メーカー「オーナンバ」（大阪市）の現地
法人「オーナンバ・インドネシア」（西ジャワ州）の社長、塩川利雄容疑者を裁判官への贈賄事件に関与した疑
いで逮捕したことを明らかにした。同委の報道官などによると、逮捕は11日。同法人の労働者らの解雇をめぐ
る労使間の訴訟で、有利な判決を引き出す目的で裁判官に対する贈賄に関与した疑いが持たれている。塩
川容疑者は同委の３日の事情聴取に容疑を否認していた。訴訟を担当していた裁判官は昨年６月、西ジャワ
州のレストランで、同社のインドネシア人の人材開発マネジャーから２億ルピア（約170万円）を受領。捜査員
が２人を現行犯逮捕し、いずれも今年１月に有罪判決を受けた。

【2017年5月22日日経新聞より】

丸紅は22日、砂糖プラント建設の債権回収を巡り、インドネシア企業のシュガーグループから損害賠償を請
求された訴訟で、インドネシア最高裁で敗訴したと発表した。判決は、丸紅などにシュガーグループに対して２
億５千万ドル（約280億円）の支払いを命じた。丸紅側は「最高裁で１度勝訴しているのに、原告が同じ内容で
請求を繰り返している。判決は不当」として、最高裁に再審査を申し立てる方針。2011年、インドネシア最高裁
で丸紅勝訴の判決が確定したが、シュガーグループはその後、地裁２カ所で再び提訴。それぞれ11～14年の
一審・二審判決で丸紅が敗訴し、最高裁に上告した。丸紅は1990年代にインドネシアで砂糖プラントの建設を
受託。事業費の支払いをシュガーグループに求めてきたが、同社は拒絶。督促による損害賠償を丸紅に求
めて、地裁に提訴した。



＠ 2015 JBLメコングループ

Corruption Index

出所：トランスパレンシーインターナショナル資料、世界銀行ホームページより筆者作成

Corruption Perception Index 176 countries                          
2016（2015）

World Bank Business Ranking 190 counties
2016（2015）

Indonesia 90（88） 91 (109)

Singapore 7（8） 2 (1)

Thailand 101（75） 46 (49)

Vietnam 113（112） 82 (90)

Malaysia 55（54） 23 (18)

Cambodia 156 (150) 131 (127) 

Myanmar 136 (147) 170 (167)

Laos 123 (139) 139 (134)

Philippiens 101（95） 99 (95)

Japan 20（18） 34 (32)
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Corruption Perception Index
2015
Singapore 8
Thailand 76
Vietnam 112
Cambodia 150
Laos 139
Myanmar 147
Malaysia 54
Indonesia 88
Philippines 95
Japan 18

Transparency Internationalのウェブサイトより



シンガポール仲裁を利用することになった場
合の一般的な仲裁人の国籍、準拠法は？



SIACウェブサイトより引用

※アジアでビジネスを行っ
ていく上では、コモン・ロー
の制度の理解が必須



コモン・ローの手続きの特徴とは？



コモン・ローの制度の特徴の一部

•１ Adversarial 
•2  Discovery
•3  Fee System



Question

• シンガポールではひとりの証人尋問に数日、場合によっては数週間
かけることも一般的だと聞き、裁判の証人尋問に莫大な時間と費用
がかかると聞いています。日本の裁判では、通常、それほど長い証
人尋問にならないことが多いのですが、なぜ同じ裁判所でも、このよ
うな違いが出てくるのでしょうか。

• I heard in Singapore it is usual that we have to spent a few days or 
sometimes a few weeks to complete hearing for one witness and it 
takes huge amount of cost and time. On the other hand, in Japan it 
does not take such time. What is the reason behind for such 
difference. 



シンガポールの裁判手続き
Co

m
m

en
ce

m
en

t a
nd

 
de

fa
ul

t j
ud

gm
en

t p
ro

ce
ss • Writ of Summons or 

Originating Summons
• Service of Writ
• Memorandum of 

Appearance
• Judgment in default of 

Appearance
• Defence / Counterclaim
• Reply and Defence to 

Counterclaim
• Judgement of Default of 

Defence

Pr
e-

Tr
ia

l P
ro

ce
ss

es • Summons for Directions
• Interlocutory 

application (Application 
for discovery of 
documents, Application 
for summary judgement, 
Application for default 
judgment)

• Court Dispute 
Resolution

• Setting Down
• Pre-trial Conference 

(PTC)

Tr
ia

l &
 P

os
t T

ria
l P

ro
ce

ss • Trial
• Judgment
• Assessment of Damages

Ap
pe

al
 P

ro
ce

ss • Appeal to High Court
• Appeal to District Judge 

in Chambers
• Appeal to High Court 

Judge in Chambers



日本の裁判手続き
訴
訟
の
開
始 • 訴状の提出

• 訴状の送達

• 口頭弁論期日
の指定・呼出

弁
論
手
続 • 原告：請求の趣

旨および請求の
原因の陳述

• 被告：答弁及び
主張の陳述、反
訴の提出

• 欠席判決（答弁
書の提出がない
場合等）

• 準備書面提出

• 争点整理手続き

尋
問 • 証人尋問／当

事者尋問など

• 弁論終結

控
訴
・
上
告 • 控訴

• 上告



Arbitration Proceedings in Singapore





Adversarial System v.s. Inquisitorial System

• 当事者主義 Adversarial System
Singapore, Malaysia, Hong Kong, India

Japan

• 職権主義 Inquisitorial System 



Question

• ASEAN各国に子会社を有している日本企業です。アメリカにおいては、強
力なDiscoveryがあるため、文書の保管には気を使っています。ASEAN各
国においても、同様のDiscovery制度はあるのでしょうか？それに対応す
るためには、どのように文書を保管しなければならないのでしょうか。また、
弁護士の秘匿特権制度はどのようになっており、弁護士に紛争になる前
の、どの段階でどのように依頼をすればよいのでしょうか。

• We have operations in ASEAN countries. We understand in US, there is a 
strict discovery system and we take care of preserving documents for 
discovery. Do you have discovery system in ASEAN countries? And how to 
preserve the documents? Do you have privilege system in ASEAN countries 
and how and when we should seek advice for lawyers in ASEAN countreis?  



Discovery System v Document Production

• 強力なDiscovery制度を有する法域

Common Law

• Document Production

• 原則Discovery制度を有しない法域

Civil Law Countries



ARTICLE 3 DOCUMENTS
• 1. Within the time ordered by the 

Arbitral Tribunal, each Party shall 
submit to the Arbitral Tribunal and to 
the other Parties all Documents 
available to it on which it relies, 
including public Documents and those 
in the public domain, except for any 
Documents that have already been 
submitted by another Party. 

• 2. Within the time ordered by the 
Arbitral Tribunal, any Party may 
submit to the Arbitral Tribunal and to 
the other Parties a Request to 
Produce. 





Wide 
Discovery 
Obligation

Privilege Privilege for In-
House Lawyer

Privilege for 
Foreign Lawyer

Privilege for non-
legal professional 
such as para-legal?

Waiver by 
disclosing 
third-party

Seizure by government 
against privileged 
documents

Privilege for copies client 
holds

Singapore Yes Legal Professional 
Privilege

Yes, by statute Yes, but 
conditionally

No No, unless 
waiver 
clearly

Not clear Yes

Thailand No Professional Secrecy 
Obligation

Yes No Yes, by statute No ? No

Vietnam No No No No No No No No

Cambodia No Professional Secrecy 
Obligation

No No No No No No

Laos No Professional Secrecy 
Obligation

No No No No No No

Myanmar No Professional Secrecy 
Obligation

No No No No No No

Malaysia Yes Legal Professional 
Privilege

Unlikely No No No Yes Yes

Indonesia No Professional Secrecy 
Obligation

No Yes, but 
conditionally

No Yes Yes No

Philippines Yes Legal Professional 
Privilege

Yes Yes No Yes No Yes

Japan No Professional Secrecy 
Obligation

No Yes, but 
conditionally

No Yes No No

ASEAN各国のディスカバリーおよび秘匿特権



Discovery in Malaysia

83

Documents subject to discovery
A court can order the discovery of the following documents (order 24, rule 3(1), Rules of
Court 2012 (ROC)):
• Documents that the party relies on or will rely on.
• Documents that could adversely affect the party's case, adversely affect another party's case or

support another party's case.

An order for discovery is subject to the test of "necessity". The ROC does not provide a specific period
of time within which discovery must take place. This is handled through courts' directions during the
case managements, and will depend on the volume and complexity of the documents involved.

Failure to make discovery
In the case of failure to comply with a discovery order, the court has wide discretionary powers to
(order 24, rule 16, ROC):
• Dismiss the claimant's action if the claimant fails to make discovery.
• Strike out the defendant's defence if the defendant fails to make discovery.
• Make a judgment in default of discovery by the defendant



Privilege in Malaysia
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In Malaysia, the law on privilege is a subject matter of legislation supplemented with common law
principles where applicable. Generally, then law of privilege only covers communications between a
lawyer and his client. For example, an advocate and solicitor cannot, in the course and for the purpose of
his employment, disclose any communication made to him by his client (section 126, Evidence Act 1950
(EA)). This also applies to clerks or servants of the advocates (section 127, EA).

Privileged documents are exempt from disclosure. In Malaysia, the law on privilege is generally the subject
of legislation supplemented with common law principles where applicable. Section 126 of the Evidence
Act 1950 prohibits advocates from disclosing any communication with his or her clients for the purpose of
his or her professional activities unless express consent is given by the client.

In addition, the client is also protected by privilege under the Evidence Act as provided in Section 129. For
example, communications with legal advisors for the purpose of obtaining legal advice are privileged.
Documents tending to incriminate a party are also privileged. Documents containing matters confidential
to a party and not otherwise privileged must be disclosed, but the Court may order a controlled method of
disclosure to protect confidentiality.



日本におけるディスカバリー・弁護士秘匿特権

• コモン・ロー型のディスカバリー・弁護士秘匿特権の考え方は存しない。

• もっとも、文書提出命令（民事訴訟220条から250条）、訴え提起前の証
拠収集の処分等に関する規則（民事訴訟法132条の2から9）等として、
証拠の提出を求めることは可能。

• 弁護士法23条に基づく守秘義務、民事訴訟法に規定された証言拒絶
権（民事訴訟法197条1項2号、3号）という形で秘匿特権に類する概念
は存する。



Question

• 弁護士費用の敗訴者負担制度はとりいれられているのでしょうか。

• Each party should pay each party’s legal cost? Or losing part should
pay winning party’s legal cost?



Fee for Arbitration and Offer to Settle

• Fee for Arbitration
a) Fee for Institution
b) Fee for Arbitrators 
c) Fee for Lawyers
d) Fee for Witness and Expert 

・Offer to Settle



ASEAN各裁判所における外国判決・外国仲裁判
断の承認・執行の状況
Recent situation of enforcement of foreign 
judgment and foreign arbitration award in ASEAN 
countries



Question

• ASEAN各国はすべてNY条約の当事者であり、外国仲裁判断の執行
は理論的には可能であると聞いております。ただ、実際のところ、外
国仲裁判断は承認執行可能なのでしょうか。

• We know that all ASEAN countries are now parties to the NY
convention and theoretically possible to enforce foreign arbitration 
award. But is there any practical difficulties to enforce arbitration 
award in ASEAN countries? 



ASEAN各国における仲裁判断の承認・執行

• 仲裁判断の承認・執行が比較的容易な法域
• Singapore
• Malaysia

• Philippines

• Thailand
• Indonesia 

• Vietnam
• Myanmar, Laos, Cambodia

• 困難な法域



Since 1995, Vietnam has been a party to the 1958 New York Convention.

In practice, the Vietnamese courts adopt a broad interpretation of the grounds for challenging foreign
awards and refusing to recognize and enforce foreign arbitral awards.

ベトナムにおける外国仲裁判断の承認・執行

Recognition ratio of foreign arbitral awards in Vietnam

44%46.2
%

9.8%

recognition

rejection

processing



Grounds for rejection of foreign arbitral awards:
• the parties lack the capacity to sign the arbitration agreement in accordance with the law applicable to each

party;
• the arbitration agreement is invalid under the governing law selected by the parties or, in case there is no law

selected, under the law of the jurisdiction where the foreign arbitral award is rendered;
• the respondent was not duly and timely notified of the arbitrators’ appointment or the arbitration process, or

where other legitimate reasons meant the respondent could not exercise its procedural rights in the arbitration;
• the foreign arbitral award was made where no settlement was requested or went beyond the request of the

disputing parties;
• the composition of the arbitral tribunal and/or the arbitration proceedings was not in accordance with the

arbitration agreement of the parties or the applicable law;
• the award is not yet legally binding on the parties;
• the award has been overruled or suspended by competent authorities of the country where the award was made

or whose law was the governing law;
• the relevant dispute cannot be resolved by arbitration in accordance with the laws of Vietnam; or
• the recognition and enforcement of the foreign award in Vietnam is contrary to the “fundamental principles of

the laws of Vietnam”.

ベトナムにおける仲裁判断の取消



Procedural timeline
2015 Civil Procedure Code In practice

First-instance 2-4 months 6-9 months

Appeal 1-2 months Normally 6-9 months, exceptional cases: 2 years

Cassation 3 years N/A

ベトナムにおける外国仲裁判断の承認・執行手続き

2004 Civil Procedure Code 
(abolished)

2015 Civil Procedure Code (taking effect 
from 1 July 2016)

Time bar N/A 3 years (Article 451.1)

Competent authority Ministry of Justice Court / Ministry of Justice (Article 451.1)

Burden of proof N/A Award debtor (Article 459.1)

Protest N/A A court decision rejecting to enforce a foreign 
arbitral award now can be appealed under the 
appellate instance and cassation procedures 
(Article 462.6)

Procedure for requesting for recognition of a foreign arbitral award



タイにおける外国判決の仕組み

Foreign Court Judgment

Thai Court Judgment

New Court Case in Thailand

Foreign Arbitration Award

Enforced through Thailand’s civil court
(subject to conditions)



本日はご清聴ありがとうございました。

• 質問等がございましたら、ご連絡いただければ幸いです。

栗田哲郎

Japan         03 6273 4455
Singapore +65 8183 5114
tetsuo.kurita@oneasia.legal

mailto:tetsuo.kurita@oneasia.legal
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