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安藤誠二 英米法研究

談論アメリカ契約法〈第 21講〉

仲裁条項(arbitration clause)について（その１）

安藤 誠二

国民大多数の目がテレビ画面に釘付けされた 2002 FIFA World Cup（ブラ
ジル対ドイツの決勝戦は視聴率 65.6%を記録）も今や過去の思い出となった
或る梅雨冷えの午後、馬場壮年、千葉青年、土井青年の三人は、常に変わら

ず、相前後して荒井老年の家に集合した。

待ちかねた荒井老人が切り出した話題は、侵害的虚偽表現( injurious
falsehood)に関する新判決(Suzuki Motor Corporation et al. v. Consumers Union of
United States, Inc., (9th Cir. No. 00-56043, Filed June 25, 2002))である。関心を
引くのは、単に不法行為訴訟の原告が日本企業であることに留まらない。連

邦憲法修正第一(the First Amendment)の保証する言論乃至出版の自由(freedom
of speech or of press)も濫用されると外国産品に対する非関税障壁となりかね
ないことを、本判決は示している。

1988年、非営利法人の全米消費者同盟(Consumers Union of United States)
は、"Consumer Reports" 誌上に掲載した記事で、スズキのスポーツ汎用車(SUV)
"Samurai"が危険回避を想定した進路急変更試験の際に横転傾向を示したと報
告し、同車種を「基準不適合」(Not Acceptable)と評価した。その後も CUは
機会ある毎にこの否定的評価を再三公表した。1996 年に刊行された CR 誌 60
周年記念特集号に突出した記事が掲載された後、CU の行った危険回避試験の
正当性を疑うスズキは、製品誹謗(product disparagement)（即ち販売営業の妨
害）を理由に、CU を訴えた。ところが、カリフォルニア州中部地区連邦地裁
は CUの申し立てた訴え棄却のサマリー・ジャッジメント(summary judgment)
を認めた。これを覆し、訴訟手続き継続のため原審に差し戻したのが、荒井

老人の示す第 9巡回区連邦控訴裁判所判決である。
公人原告(public-figure plaintiff)が報道機関被告(media defendant)を相手に

提起する製品誹謗訴訟では、第一修正の制約があるため名誉毀損訴訟と同様

に、被告に「現実の害意」(actual malice)のあったことを証明しなければなら
ない。従って、原審の裁可したサマリー・ジャッジメントの当否を左右する

争点は、原告が「明白且つ説得力ある証拠」(clear and convincing evidence)を
提出したため、分別ある陪審が CU の行為には「現実の害意」が存在したと
評決出来るか否かの問題である。
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荒井老人の熱弁は続き、際限がない。残りは休憩時に持ち越し、本論に

入る。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

荒井(A)「今日は仲裁条項を考えます。」
馬場(B)「最初に『司法の敵意』(judicial hostility)を確認する必要があります

ね。」

千葉(C)「仲裁契約に対する判例法の敵意(common law hostility toward
arbitration agreement)ですね。」

土井(D)「連邦仲裁法(Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. 1 et esq.))立法の根本趣
旨は、敵意打破でしたね。」

荒井「皆さんの意思が期せずして一致したようですから、先ず『司法の敵意』

を要約しておきましょう。どなたか？」

馬場「私から。法制定の必要性はアメリカ法の時代錯誤(anachronism)から生
じたものです。問題は数世紀遡ったイギリス裁判所の警戒心(jealousy)に
根差しています。」

千葉「職域を奪われる懸念？」（笑い）

土井「もっと現実的でしょう？裁判官の収入源が奪われ始めた。」（笑い）

馬場「裁判権を剥奪されることを根拠に、裁判所は仲裁契約の強制を拒んで

いました。」

千葉「仲裁契約の有効性を認めなかった。そのため、訴訟停止の申立にも応

じなかったのですね。」

荒井「有効性と言っても、あくまでも仲裁手続き開始前のことです。ひとた

び仲裁判断が出れば、裁判所はその執行に協力していました。」

馬場「裁判権剥奪に対する警戒心が永年に亘って生き長らえたため、敵意は

イギリス判例法に確固とした地歩を占め、やがてアメリカの裁判所も踏

襲したのです。」

千葉「仲裁契約を否定することは論理的でないし、結果的に不公正をもたら

しますね。」

土井「アメリカの裁判官が盲目的であったとも思えない。」

荒井「非論理性は意識していましたし、批判は繰り返されていました。」

馬場「しかし先例が確実に固定していたため、これを覆す手段は、唯一、立

法府による法制定よりなかったのです。」

千葉「連邦仲裁法は請求全てについては仲裁を命じていませんね。」

土井「当然でしょう？」（笑い）

馬場「私的に合意された仲裁契約を、当事者の申立に応じて、強制するだけ
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です。」

荒井「最初に仲裁契約に対する判例法の敵意を纏めた趣旨は、単なる歴史的

事実の確認ではありません。連邦仲裁法解釈の根底に潜む問題であるか

らです。」

馬場「連邦仲裁法の解釈と言えば、多数の連邦最高裁判決が存在しますね。」

千葉「代表的のものが 1983年のMoses Cone事件判決①。」
土井「1984年の Southland 事件判決②も重要でしょう？」
荒井「飛んで火に入る夏の虫。」

千葉「しまった。」（笑い）

土井「調子に乗り過ぎました。」（笑い）

荒井「それでは勘のいいお二人に解説をお願いします。」（笑い）

千葉「Moses Cone事件では、仲裁適格性の判断について、連邦裁判所と州裁
判所の管轄抵触が問題となりました。ノース・キャロライナ州法人の病

院が病院建物増築工事のためアラバマ州法人の建築業者と契約を結びま

した。契約上の紛争は、一次的には設計監督技師の判断、二次的には仲

裁手続で解決することになっていました。工事期間が病院の遅滞によっ

て延引したため、建築業者は追加工事費用を設計監督技師に請求しまし

た。しかし問題は解決せず、病院は支払いを肯んじません。逆に、病院

は建築業者と設計監督技師をノース・キャロライナ州裁判所に訴えまし

た。」

土井「訴えの内容は？」

千葉「建築業者に仲裁を求める権利のないこと、建築業者に対する責任が存

在しないこと、及び、責任があるとしても、設計監督技師に損害の補償

を求め得ることの確認を求めたのです。更に訴え提起の数日後、州裁判

所は、病院一方の申立に応じて、建築業者に対して仲裁手続きの開始を

禁じる差し止め命令(ex parte injunction)を下しました。しかし差し止め
命令は建築業者の異議を受けて撤回されました。」

土井「連邦訴訟は？」

千葉「建築業者は州籍相違に基づく訴訟(diversity-of-citizenship action)を連邦
地裁で開始しました。連邦仲裁法 4 条に従った仲裁強制命令を求めたの
です。」

馬場「一方の当事者が仲裁を怠り、無視し、または拒んだとき、仲裁契約の

履行を強制する権限を裁判所に与えるのが 4条です。」
千葉「ところが連邦地裁は、州裁判所に係属中の訴訟が決着を見るまで、連

邦訴訟を停止したのです。」

土井「理由は？」
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千葉「二つの訴訟には、建築業者の請求に関する仲裁適格性(arbitrability)の存
否、つまり全く同一の争点が含まれるとの理由です。しかし訴訟停止命

令は第 4 巡回区連邦控訴裁判所によって覆されました。次いで連邦最高
裁がこれを支持しました。」

土井「最高裁判決には幾つかの重要な法理が示されていますね。上級審下級

審を問わず、以後の仲裁事件判例には必ず現れます。」

千葉「法理と言うべきか、それとも連邦仲裁法の解釈原則と言うべきか、何

れにせよ極めて重要です。荷が重いので、馬場さんにバトン・タッチを

します。」（笑い）

馬場「不意打ちですね。」（笑い）

荒井「読み慣れた文言ばかりですから、受け取ったら？」（笑い）

馬場「了解しました。連邦仲裁法 2 条は、『全ての海事取引、または通商を伴
う取引を証拠付ける契約、に含まれる斯かる契約または取引から後日発

生する論争、またはそれらの全部又は一部の履行拒絶を、仲裁によって

解決する旨の明示条項、または斯かる契約、取引または拒絶から発生し

た既存の論争を仲裁に付託する旨の文書合意は、契約一般の取消のため

法律上またはエクウィティー上存在する根拠による場合を除き、有効、

取消不能、且つ強制可能である。』(A written provision in any maritime
transaction or a contract evidencing a transaction involving commerce to settle
by arbitration a controversy thereafter arising out of such contract or
transaction, or the refusal to perform the whole or any part thereof, or an
agreement in writing to submit to arbitration an existing controversy arising out
of such a contract, transaction, or refusal, shall be valid, irrevocable and
enforceable, save upon such grounds as exist at law or in equity for the
revocation of any contract.) と定めています。」

荒井「滋味掬すべし。」

土井「えっ？」（笑い）

荒井「否、難しく考えないでください。今後の議論で頻発する重要な条項で

すから、熟読玩味してくださいとの意味です。」

千葉「無味乾燥で、味わいがあるとも思えません。オッと、これは失言。」（笑

い）

荒井「甘く見ないで下さい。（笑い）例えば、"involving commerce" の"involving"
は "affecting" と同義ですし、"commerce" は "interstate commerce" または
"foreign commerce"の意味です。」

千葉「勉強不足でした。反省します。（笑い）それなら、連邦憲法の Commerce
Clause ③が関係しますね。」
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荒井「立派に名誉回復です。（笑い）なお、"maritime transaction" が傭船契約、
船荷証券、船用品供給契約、船舶修繕契約、衝突、その他海事管轄に紛

議が委ねられる国際通商上の事柄、これら全てを意味することは、わざ

わざ指摘するまでもないでしょう。」

馬場「Moses Cone事件判決の連邦最高裁は、『2条は、相反する実体法または
手続法上の州政策が例え存在しても、それに拘わらず、仲裁契約を支援

する寛大な連邦政策を連邦議会が宣言したものである。同条の効果は連

邦仲裁法適用範囲内の全ての仲裁契約に適用される仲裁適格性に関する

連邦実体法の根幹を創設したことにある。』(Section 2 is a congressional
declaration of a liberal federal policy favoring arbitration agreements,
notwithstanding any state substantive or procedural policies to the contrary.
The effect of the section is to create a body of federal substantive law of
arbitrability, applicable to any arbitration agreement within the coverage of the
Act.)と宣明しています。」

土井「滋味掬すべし。」（笑い）

千葉「難解ですね。」

馬場「羮に懲りて膾を吹く。」（笑い）

荒井「要は、仲裁適格性の問題は、仲裁契約を支援する連邦政策に充分配慮

して取り組むべきだということです。」

馬場「判決は続きます。『仲裁法は、連邦法の問題として、仲裁可能な紛争の

範囲に関する如何なる疑問も、当面する問題が契約文言自体の解釈、ま

たは権利放棄、遅滞その他仲裁適格性に対する類似抗弁の何れであって

も、仲裁支援の方向で解決すべきであるとの原則を確立している。』(The
Arbitration Act establishes that, as a matter of federal law, any doubts
concerning the scope of arbitrable issues should be resolved in favor or
arbitration, whether the problem at hand is the construction of the contract
language itself or an allegation of waiver, delay, or a like defense to
arbitrability.)以上です。バトンを返します。」（笑い）

荒井「注釈は後回しにして、一気に進みましょう。次は土井君です。」

土井「それでは Southland 事件判決を。上告人の Southland はセブン・イレブ
ンの一手販売権指定業者(franchisor)です。」

千葉「コンビニ(convenient store)の？」
土井「そう。Keating その他の被上告人は一手販売権取得者 (franchisee)です。

各フランチャイズ契約には、契約または契約違反から発生しまたは関連

する紛争または請求は仲裁によって解決する旨の条項が含まれていまし

た。被上告人は各自別個にカリフォルニア州地裁に訴えを提起しました。」
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千葉「訴訟原因は？」

土井「詐欺(fraud)、不実表示(misrepresentation)、契約違反(breach of contract)、
信任義務違反(breach of fiduciary duty)、及びカリフォルニア州フランチ
ャイズ投資法(California Franchise Investment Law)が定める開示義務違反
(violation of the disclosure requirements)です。個別の訴訟はその後提起さ
れた集合代表訴訟(class action)と併合されました。」

千葉「結局、クラス・アクションですか？」

荒井「クラス・アクションの提起と、その認定(certification)は、全く別問題
です。しかし良い着眼です。」

千葉「たしなめ？それとも慰め？」（笑い）

荒井「誉めているのです。（笑い）クラス・アクションが仲裁に馴染むかどう

かの問題も、本事件の重要な判断でした。」

土井「上告人は、契約の仲裁条項に従って、仲裁の強制を申し立てました。

一審の州上位裁判所(Superior Court)は、フランチャイズ投資法に基づく
ものを除き、他の全ての請求に関して申立を認めました。しかし二審の

州控訴裁判所(Court of Appeal)は、フランチャイズ投資法によって仲裁
契約が無効となることはないと判断して、一審判決の一部を取り消しま

した。もし無効とされるなら、州法が連邦仲裁法に抵触するとの考えで

す。しかし、カリフォルニア州最高裁(California Supreme Court)は、再度
これを覆し、フランチャイズ投資法に基づく請求の仲裁適格性を否定し

ました。」

千葉「カリフォルニア州フランチャイズ投資法にはどの様な規定が？」

土井「問題の条文は、『本法、または本法に基づく規則、命令の遵守を、一手

販売権取得者に対して、放棄させることを目的とする条件、規定、また

は条項は全て無効である。』(Any condition, stipulation or provision
purporting to bind any person acquiring any franchise to waive compliance
with any provision of this law or any rule or order hereunder is void. [Cal.
Corp. Code Ann. 31512])です。」

馬場「州最高裁は、フランチャイズ投資法に従って提起された請求には、司

法審理(judicial consideration)が求められると、同条を解釈したのです。
併せて連邦仲裁法との抵触を否定しています。」

千葉「バトン・タッチの助走が始まりましたね。」（笑い）

土井「連邦最高裁は、問題の州法条文が連邦仲裁法 2条と直接抵触するため、
連邦法規の州法規に対する優先を定める連邦憲法第 6 編 2 項、最高法規
条項(Supremacy Clause)④に違反すると判示しました。これで無事バトン
を渡しました。（笑い）続きは馬場さんお願いします。」
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馬場「Southland 判決で注目すべきことは、連邦法と各州法の関係です。先ず
判決は、『連邦法 2 条の立法によって、連邦議会は仲裁を支援する国家政
策を宣言し、契約当事者が仲裁による解決を合意した請求の決着を裁判

所に求める各州の権限を撤回した。』(In enacting Section 2 of the federal
Act, Congress declared a national policy favoring arbitration and withdrew the
power of the states to require a judicial forum for the resolution of claims wich
the contracting parties agreed to resolve by arbitration.")と説いて、連邦議会
が仲裁契約の強制を命じていると言っています。」

千葉「しかし条文を読むと強制には二つの制約がありますね。一つに、仲裁

条項は海事契約または通商を伴う取引を証拠付ける契約の一部でなけれ

ばなりません。二つに、仲裁条項は契約一般の取消のため法律上または

エクウィティー上存在する根拠によって取り消し可能です。」

荒井「制約はこれら二つに限られると言った方が正確かも知れません。」

馬場「連邦最高裁は『強制可能性の広範な原則は、州法による追加の制限に

従わない』(the broad principle of enforceability is [not] subject ot any
additional limitations under state law.)と言います。」

土井「海事(admiralty)と州際通商(interstate commerce)が連邦の支配下にある
ことに議論の余地はありませんね。」

荒井「連邦仲裁法が通商条項に従い実体法を制定できる連邦議会の権限に基

づくものとすれば、仲裁法上の実体規定は連邦裁判所だけでなく州裁判

所でも適用しなければなりません。」

千葉「Moses Cone 判決は仲裁法が『連邦実体法の根幹を創設し』(creates a body
of federal substantive law)たと言っていましたね。」

荒井「良く覚えていましたね。（笑い）ところで、Moses Cone 、Southland 両
事件を遡る数年前に現れた Prima Paint 事件連邦最高裁判決⑤がありま
す。相手方の詐欺的言動に誘引されて契約を結んだと主張する一方当事

者が連邦裁判所での審理を求めたのです。特に仲裁条項に関して詐欺が

あったわけではありません。州法の規定によれば、契約誘引に関する詐

欺の請求は州裁判所の管轄です。しかし連邦最高裁は、事件の解決は仲

裁手続きによるべきだと判断しました。判決は暗黙の裡に、連邦仲裁法

の実体規定が連邦裁判所だけでなく州裁判所に於いても適用されるべき

だとの判断を示しています。」

馬場「Southland 事件最高裁は次のような趣旨を述べています。『圧倒的多数

の民事事件が州裁判所で審理される現状に鑑みれば、連邦裁判所に係属

する紛争に限定して仲裁法を適用する意図が連邦議会にあったとは到底

信じられない。』」
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千葉「連邦議会の真の意図は何だったのでしょうか？」

馬場「判決の結びがそれを示しています。『連邦裁判所に加え州裁判所に於い

て適用される実体法規定を創設することにより、連邦議会は仲裁契約の

強制可能性を有名無実化させる州法制定の企てを事前に排除したので

す。』(In creating a substantive rule applicable in state as well as federal
courts, Congress intended to foreclose state legislative attempts to undercut the
enforceability of arbitration agreements.)」

荒井「馬場君ご苦労様でした。適格に纏めてくれました。判決文言を忠実に

英和対訳で説明して貰ったのには、実は理由があるのです。Moses Cone
と Southland の両事件判決の後、多くの重要な連邦最高裁判決が出ていま
す。そこではMoses Coneと Southlandがしばしば引用れて論議が進めら
れています。他の判例理解のためには、両事件判決の理解は極めて有益

だと考えています。」

千葉「疑問があるのですが？」

土井「私も。」

荒井「何やら話が長くなりそうな雲行きです。（笑い）休憩を取りましょう。」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

いつものように荒井夫人から茶菓の差し入れがあった。

話題はスズキと Consumers Union の争いに戻る。製品誹謗の法理論は別
にして、判決文が示す事実関係(background)が注目される。

CUは 2車線コースを利用して"Samurai"、"Jeep Cherokee"、"Isuzu Trooper
II"、"Jeep Wrangler"の 4車種について緊急回避操作の比較試験を行った。時速
50 マイル以上の速度で進行中に前方車線上に突然現れた障害物を回避するた
め、左急ハンドルを切り、続いて対向車との衝突を避けるため、右急ハンド

ルを切る。その際の横転傾向を確かめた。横転と言っても実際には補助車輪

を側部に設けるため、片側の 2 車輪が地面から浮き上がる(tip-up)かどうかの
テストである。テスト・ドライバー A は 16 回試乗したが、tip-up はせず、
"Samurai"の性能を他の 3 車種と同程度、または最優秀と評価した。次にテス
ト・ドライバー B が補助側輪を外し、"Samurai"に 21 回試乗した。全く tip-up
せず、B の評価は「信頼度は可成り高い。問題なし。」であった。ところが試
験に立ち会った CR誌の編集長は不満げに「誰もこの車を横転できないのか？
それなら俺がする。」と叫んだ。そこでテスト・ドライバーでない CU 社技術
部長が試乗を繰り返した。10 回目の走行試験で"Samurai"の tip-up が確認され
た。立会人の一人が叫んだ。"Yeah! I think I got that, I think I got that."

その後も作為的とも思える試験走行を繰り返したうえ、CUは記者会見を
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開き、"Samurai"が横転傾向(propensity to roll over)を示したと発表し、更に 1988
年 7 月号の CU 誌に「警告：スズキ車は横転し易い。」と題する記事を掲載し
て、比較試験の結果を公表した。

ところが他方、国家幹線交通安全局(National Highway Traffic Safety
Administration)は 1988 年 9 月に調査報告書を公表し、"Samurai"が関連した横
転衝突事故は軽量汎用車一般の実績範囲内であること、"Ford Bronco II"の横
転が原因となった事故件数は"Samurai"の 3 倍であること、"Samurai"の横転事
故件数は"Chevrolet S-10 Blazer"のそれと変わらぬことなどを指摘した。しか
しそれ以上に重要なことは、CU の試験方法の重大な欠陥を指摘し、その信憑
性に疑念を投げかけたことである。NHTSAは言う。"The existing test procedures
for assessing the rollover propensity of vehicles are unsatisfactory because they do
not provide for repeatable, reproducible results, and there are no accepted
performance criteria. The testing appears to rely on the skill and influence of the
driver and the presumption that the vehicle suspension, tire, and road surface
characteristics will remain constant throughout the testing. ..... [Although the CU
testing results were] cause for some concern, the test procedures do not have a
scientific basis and cannot be linked to real-world crash avoidance needs, or actual
crash data. Using the same procedures, probably any light utility vehicle could be
made to roll over under the right conditions and driver input."

また 1992年に幹線安全保険協会(Insurance Institute for Highway Safety)が
発表した報告書によれば、"Samurai"は他の多くの SUVより横転事故率が低い。

CUは"Samurai"の横転事故率が"Nissan Pathfinder"、"Toyota 4 Runner"、
"Jeep CJ-7"、"Ford Bronco II"より低いことを 1989年に知っていた可能性が高
いのにも拘わらず、その後も 1996 年に至るまで継続して"Samurai"の否定的評
価を繰り返した。

判決を読むと多くの疑問が湧く。記事の公正さを謳って広告を一切掲載

しない CR 誌であるから、背後に自動車メーカーがいるとは考えられない。
しかし月刊誌の宿命として特集記事は必要であろう。スズキが標的とされた

疑いは消えない。

スズキは CU が執拗に"Samurai"の否定的評価を繰り返していた 8 年間何
をしていたのか？ 迅速に訴訟を起こし、差し止め命令(injunction)や損害賠償
(damages)を請求できたのではないか？古諺を借りるまでもなく、権利に安住
しても救われない。

しかし何より荒井老人を悩ませるのは、メディアを相手とする"injurious
falsehood" 訴訟の困難性である。訴訟には連邦憲法修正第一の制約（被告の保
護）が伴う。ある連邦最高裁判決に次の指摘がある。"Under the First Amendment
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there is no such thing as a false statement. However pernicious an opinion may
seem, we depend for its correction not on the conscience of judges and juries, but on
the competition of other ideas." Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323, 339-340.
高邁な理念は理解できる。しかし現実問題として、CR 誌には虚偽を指摘して
反論する競争誌がない。また、販促パンフレットの隅から隅まで目を通す消

費者は多くても、NHTSA リポートの存在を知る一般人はごく稀だろう。ここ
では最高裁が説く高邁な理念は作用しない。当事者が全く意識しなくとも、

修正第一が間接的な非関税障壁となっているのではあるまいか？

荒井老人の熱弁も収束に向かったようだ。研究会が再開した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

荒井「持ち越しとなった話題から始めましょう。」

千葉「私の疑問は連邦仲裁法 2 条の末尾にある適用除外事例です。『契約一般
の取消のため法律上またはエクウィティー上存在する根拠による場合を

除き』(save upon such grounds as exist at law or in equity for the revocation
of any contract)です。"any contract" が何故『契約一般』なのでしょう？」

荒井「馬場君の苦労が滲み出ています。」（笑い）

馬場「いいえ、判例を下敷きにした単なる意訳です。」

荒井「仲裁条項も契約ですから解釈は契約一般に適用される解釈原則に従い

ます。連邦仲裁法が意図するのは、仲裁契約に他種契約と同等の強制力

を与えることです。しかしそれ以上の保護を与えるわけではありません。

連邦最高裁は、"the purpose of Congress ..... was to make arbitration
agreements as enforceable as other contracts, but not more so."⑥と言ってい
ます。」

千葉「契約一般に適用される解釈原則と言えば、契約成立の要件となる約因

(consideration)や当事者相互の合意(mutual assent)などですか？」
荒井「詐欺(fraud)、脅迫(duress)、非良心性(unconscionability)などの抗弁も同

様です。」

千葉「納得できました。」（笑い）

土井「私の疑問は、各州の主権に関することです。連邦と各州を対比した場

合、どちらの権力範囲拡大に比重を置くかによって意見は分かれるはず

です。」

馬場「2000 年大統領選挙に於けるフロリダ州選挙人選出の予備選挙が典型例
ですね。」

千葉「ブッシュ対アル・ゴアの争い。」

荒井「Southland 事件でオコンナー連邦最高裁判事(Justice O'Connor)が強硬な
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反対論を展開しています。連邦仲裁法は連邦裁判所だけで適用される手

続法乃至連邦一般法に過ぎないとの主張です。レーンキスト判事(Justice
Rehnquist)がこれに同調しています。」

土井「二人はスタンフォード大学(Stanford University)の同期生で学生時代か
らの友人です。」

荒井「それとこれは関係ない。」（笑い）

千葉「しかし今後連邦最高裁の保守化傾向が強まれば、連邦仲裁法の解釈が

変わるかも知れませんね。」

馬場「スカリア判事(Justice Scalia)が不気味な発言をしていますね。」
荒井「Allied-Bruce 事件最高裁判決で反対意見を述べたスカリア判事はこう言

っています。『私は Southland 事件判決が連邦仲裁法を明らかに誤解した

との被上告人に（そして遅ればせながらオコンナー判事に）同意する。

先例拘束性の原理を正しく適用すれば誤りも訂正できないとの説は信じ

られない。・・・私は他の 4判事と共に Southland 判決を何時でも覆す準

備が出来ている。』(I agree with the respondents (and belatedly with Justice
O'Connor) that Southland clearly misconstrued the Federal Arbitration Act. I
do not believe that proper application of stare decisis prevents correction of the
mistake. ..... I will ..... stand ready to join four other Justices in overruling it.)
⑦」

土井「『遅ればせながら』ですか？」

荒井「Southland 事件判決の当時、彼は未だ連邦最高裁判事になっていません。」
千葉「『他の 4 判事』には、オコンナー判事、レーキスト長官の外に、スカリ

ア判事と政治的信条や法律的見解が極めて近いトマス判事( Justice
Thomas)が含まれるのは推測できます。後一人は？」

土井「保守派と言えば、スティーヴンス判事(Justice John Paul Stevens)でしょ
うね。」

荒井「土井君の推測は当たっています。Perry 事件最高裁判決で反対意見を書
いたスティーヴンス判事が『・・・仲裁から一定の範疇に入る紛争を除

外する州の権限を保護すべしとのオコンナー判事の意見に同意する・・

・』(..... I share Justice O'Connor's opinion that the States' power to except
certain categories of disputes from arbitration should be preserved .....)⑧と言
っています。」

土井「お茶の時間には早すぎますね。」（笑い）

荒井「勿論です。プレリュードが漸く終わったところです。」

千葉「仲裁条項に関する具体的テーマは？」

荒井「紛争の仲裁適格性(arbitrability)、仲裁条項の範囲(scope of arbitration
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clause)、仲裁判断に関する司法審査(judicial review)などを検討したいと
思います。」

馬場「仲裁適格性を仲裁可能性と呼ぶ学者もいますね。」

千葉「仲裁条項の範囲に関しては、概念上、包括的仲裁条項(broad arbitration
clause)と制限的仲裁条項(narrow arbitration clause)の区別があります。」

土井「司法審査と言えば、仲裁に対する司法の敵意が関係しそうです。」

荒井「話が飛躍しすぎます。（笑い）最初の判例は今月の 11 日に現れた第 2
巡回区連邦控訴裁判所判決⑨です。」

馬場「Bell 事件ですね。仲裁適格性を理解する好例です。」
千葉「事実関係は私が纏めます。」

荒井「どうぞ。」

千葉「原告の Bellは被告 Cendant社の前身 CUC社の財務担当役員を務めた後、
暫くの間社長直属の非常勤顧問となっていました。Bell と会社との契約
条件は、財務担当役員時代については、雇用契約書(Employment
Agreement)、非常勤顧問時代については、顧問契約書(Adviser Agreement)
に定められていました。」

土井「契約書で問題となる条項は？」

千葉「雇用契約書の準拠法はコネチカット州法(Connecticut law)です。契約に
は、Bell が会社役員の立場で訴訟に巻き込まれた場合の訴訟関係費用を
会社が補償すること、及び Bell と会社との訴訟で Bell が勝訴した場合の
訴訟関係費用を会社が弁償することを定めた損失補償条項

(indemnification clause)が含まれていました。」
土井「顧問契約に含まれるのは？」

千葉「従前の雇用契約書を廃棄する旨の明示文言の外、競業禁止条項

(non-compete clause)、コネチカット州法準拠規定、及び仲裁条項が関係
します。」

土井「仲裁条項の文言が重要ですね。包括的(broad)ですか、それとも制限的
(narrow)ですか？」

千葉「適用範囲は広範です。『本契約、取締役[Bell]に与える全てのストック
・オプション、Bell の雇用または本契約の下で Bell が提供する全ての役
務、またはその他全ての事項、に関連して発生する全ての紛争は、アメ

リカ仲裁協会規則に従った仲裁によって決定、解決するものとする。』

(any controversy arising in connection with or relating to this Agreement, any
stock options granted to the Executive [Bell], the Executive's employment or
any services to be provided hereunder, or any other matter or thing, shall be
determined and settled by arbitration, in accordance with the rules of the
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American Arbitration Association.)」
土井「重要な箇所は、『その他全ての事項』(any other matter or thing)ですね。」
荒井「一つ漏れています。」（笑い）

千葉「そうでした。仲裁条項には例外規定があって、Bell が顧問契約に違反
した場合に、会社は裁判所に訴えて、差し止め命令による救済(injunctive
relief)を求めることができます。」

馬場「契約関係は良く理解できます。次はいよいよ事件発生です。」（笑い）

千葉「CUC 社が HFS 社と合併して新会社の Cendant が設立されました。その
後、社内監査で CUC社時代に行われた違法な会計処理が明るみに出たの
です。株価は暴落し、多数の株主から提起された集合代表訴訟の引き金

となりました。」

土井「ヒューストンの巨大エネルギー会社、全米第二の長距離通信会社、著

名なコピー機会社などと酷似した事例ですね。」

千葉「証券取引委員会(SEC)の調査報告書によれば、ウォール街アナリスト
の収益予想を達成するため会社上層部が企てた違法な粉飾決算が 4 年間
継続して行われていました。」

土井「ますます Enron、WorldCom、Xeroxだ。」（笑い）
千葉「外にも、Global Crossing 、Dynegy、 Tyco International、Adelphia

Communications など、企業国家アメリカ(Corporate America)の腐敗を挙
げると枚挙に遑がない。（笑い）共通するのは、株価を不法に釣り上げて、

不相当な信用を維持しただけでなく、株式買い入れ選択権(stock option)
を利用して会社役員が私利を貪ったことです。」

千葉「違法な会計処理は Bellの会社在任期間中に行われていました。」
土井「雇用契約期間？それとも顧問契約期間？」

千葉「両方の期間にまたがっています。最初に Cendant はコネチカット州連
邦地裁で訴訟を開始しました。」

土井「Bellが粉飾決算に関わっていたとの主張ですね。」
千葉「違います。（笑い）Bellがインターネット上の商品販売会社を設立して、

営業を始めたからです。これは競業禁止条項に違反します。Cendant が求
めたのは競業禁止条項違反行為の禁止、競業禁止条項の有効期間延長、

及び損害の賠償です。」

土井「外堀を埋めようとした？」（笑い）

千葉「競業関連訴訟の提起から 1年以上経過した後、Cendantは Bellが違法会
計処理に参画したと主張して、損害の賠償を求める仲裁手続きの開始を

アメリカ仲裁協会(American Arbitration Association)に求めました。」
土井「原因は？」
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千葉「詐欺、信任義務違反、及び雇用・顧問両契約の違反です。」

土井「いよいよ本丸を攻撃？」

馬場「未だ内堀。」（笑い）

千葉「翌月 Bell は、ニュー・ヨーク州南部地区連邦地裁に州籍相違の訴えを
起こし、仲裁の禁止を求めました。第一に、雇用契約から発生する Cendant
の請求には仲裁適格性がないこと、第二に、Cendant はコネチカット訴訟
を進めたことにより仲裁の権利を放棄したこと、これらがその根拠です。」

土井「地裁の判断は？」

千葉「連邦地裁は仮差し止め命令を求めた Bellの申立を却下し、逆に Cendant
から出された仲裁強制の反対申立を許可しました。」

土井「判断の根拠は？」

千葉「仲裁適格性に関する争点はそれ自体仲裁人が決定すべきことと考えた

からです。また、Cendant の権利放棄に関しては判断を回避し、仲裁人の
判断に委ねました。」

荒井「千葉君有り難う。Bell が控訴し、争いの場は第 2 巡回区連邦控訴裁判
所に移りました。解説の続きは馬場君にお願いしましょう。」

馬場「光栄です。（笑い）控訴審での争点は、仲裁適格性問題の仲裁適格性

(arbitrability of the question of arbitrability)と、権利放棄の判断を誰がすべ
きかの問題です。」

土井「そのややこしい仲裁適格性云々とは、何のことですか？」（笑い）

馬場「注目を引くため特にインパクトを加えました。」（笑い）

土井「馬場さんの創作ですか？」

馬場「いいえインパクトは冗談です。（笑い）実際この文言は多くの判決に頻

出します。平易に表現すると、裁判所と仲裁人のどちらが仲裁適格性を

判断するかの問題です。」

土井「成る程、仲裁適格性問題に仲裁適格性があると判断されれば、元々の

仲裁適格性の判断を仲裁人が行うことになる。否定なら裁判所の判断。

全く目が回るようだ。」（笑い）

千葉「Moses Cone判決が示すように、代替紛争解決手段としての仲裁を支援
する連邦政策は強固ですね。連邦仲裁法が仲裁適格性の連邦実体法にな

っている。」

馬場「しかし、仲裁契約と言えども契約の産物ですから、当事者が仲裁合意

を行ったかどうかは、各州法によって決定されます。」

千葉「先程の、"as ..... as ..... , but no more ....." ですね。」（笑い）
土井「各州法に従って、契約の形成(formation of contract)が議論されることに

なりますね。」
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荒井「実は関連する重要な連邦最高裁判決があるのです。1995 年の First
Options 事件⑩です。」

千葉「今度はどなた？」（笑い）

荒井「たまには私から。（笑い）事件はフィラデルフィア株式取引所で株式取

引の精算処理を行う First Options と同社顧客の間で生じた交互計算
(workout agreement)に関する争いです。顧客とは Kaplan、その妻、及び
Kaplanが全持ち分を所有する会社MKIです。」

馬場「First Options と各顧客の契約は個々別々でしたね。」
荒井「そう。しかも仲裁条項が含まれていたのは MKI との契約だけです。交

互計算は 1987年 10月の株価暴落の後、First Optionsと各顧客の取引に導
入されものです。しかし 2年後に MKIは更に多額の追加損失を被り、債
務不履行に陥りました。Kaplan夫妻が MKIの未済債務支払を拒絶したた
め、First Options は取引所仲裁委員会による仲裁を求めました。MKI は
仲裁手続きに応じましたが、Kaplan夫妻は First Optionsとの紛議が仲裁
適格性に欠けると主張して、委員会に異議を申し立てました。」

土井「Kaplan 夫妻それぞれの契約には仲裁条項が含まれていなかったから当
然でしょう？」

荒井「しかし仲裁委員会は、本案(merits)に関しては管轄権があるものと判断
して、First Optionsの請求を認めたのです。連邦地裁は仲裁判断を支持し
ましたが、第 3 巡回区連邦控訴裁判所はこれを覆して、Kaplan 夫妻の主
張どおり紛議は仲裁適格性に欠けると判断しました。」

馬場「仲裁委員会の決定した仲裁適格性の理非を裁判所が審理する前提とし

て、当事者間の意見相違を分別して理解しなければなりませんね。第一

は、Kaplan夫妻が MKIの債務について人的責任を負うかどうかの問題、
つまり本案の争いです。第二は、当事者が本案の争いを仲裁によって解

決すると合意したか否かの問題、つまり当該紛議の仲裁適格性です。そ

して第三が、第二の問題を本来決定するのは誰か？、つまり仲裁人か？

それとも裁判所か？の問題です。もし前者であるのなら、裁判所は仲裁

人の決定に敬意を払わなければなりません。しかし後者なら、裁判所は

独自に仲裁適格性の有無を判断できます。」

荒井「そのとおりです。First Options事件上訴審で当事者が争ったのは馬場君
の言う第三の問題です。つまり、仲裁適格性問題の仲裁適格性です。」

千葉「少し頭が混乱してきました。」

土井「私も同様。」

馬場「仲裁適格性が二つ重なるから？」

千葉「漠然と理解していると考えたのですが・・・」
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土井「どうも輪郭が掴めない。」（笑い）

荒井「先程は理解していたような口振りでした。」

土井「目眩がするとの制限付きでした。」（笑い）

荒井「しかしこれを完全に理解しないと先へ進めません。」

千葉「それで正直に・・・」

土井「告白しました。」（笑い）

馬場「名詞で考えるから分かり難い。動詞を使って言い換えると理解が容易

です。仲裁も契約の産物です。当事者は自らが合意した範囲内の紛争に

限って仲裁を強制されます。従って、仲裁適格性とは、『当事者が紛争を

仲裁に付託することに合意したかどうか？』(whether the parties agreed to
arbitrate the dispute?)を意味します。そこで、疑問文中の紛争(dispute)に
代えて、仲裁適格性(arbitrability)を補って見て下さい。」

千葉「当事者が仲裁適格性を仲裁に付託することに合意したかどうか？」

荒井「再度言い換えたら？」（笑い）

土井「紛争を仲裁に委ねる合意の有無または効力の判断を、当事者が仲裁に

付託する合意をしたかどうか？」

馬場「合意しているのなら、本案の仲裁適格性の有無を判断するのは仲裁人

です。」

土井「合意がなければ、裁判所。」

千葉「結局、仲裁適格性問題の仲裁適格性とは、紛争の仲裁適格性を決定す

るのは誰か？裁判所か？それとも仲裁人か？の問題に帰着しますね。」

荒井「お見事です。（笑い）英語で表現すると、"whether the parties agreed to
submit to arbitration not only the merits of the dispute but the very question of
arbitrability as well?" となります。」

千葉「お見事。」（笑い）

荒井「いいえ、コネチカット州最高裁の或る判例⑪からの借用です。」（笑い）

土井「それでは First Options判決の核心を？」
荒井「当事者が仲裁適格性を仲裁に付託した『明々白々たる』(clear and

unmistakable)証拠がなければ、裁判所は仲裁適格性問題の仲裁適格性を
肯定すべきでない、との連邦最高裁判断です。」

馬場「『誰が仲裁適格性を判断すべきか？』の問題について、仲裁契約が沈黙

し、または不明瞭ならば、判断の主体は裁判所になりますね。」

千葉「Moses Cone 原則に反するような気がします。」
荒井「感覚が鋭敏ですね。（笑い）確かに、沈黙(silence)と曖昧性(ambiguity)

の把握が逆転するのです。」

土井「どこで逆転？私は鈍感だから理解できない。」（笑い）
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馬場「本案の特定紛争に仲裁適格性があるかどうかに関する仲裁契約上の沈

黙と曖昧性です。」

土井「了解、了解。（笑い）『仲裁可能な紛争の範囲に関して疑いがあるとき

は、常に、仲裁を選択して解決すべきである。』(Any doubts concerning the
scope of arbitrable issues should be resolved in favor of arbitration.)これが
Moses Cone 判決の趣旨です。」

荒井「全くです。仲裁契約の範囲が問題となるのは、既に仲裁契約が存在す

る場合です。当然ながら当事者は適用範囲に思いを馳せた筈です。仲裁

支援の連邦政策から判断しても、当事者が明白に関連紛争を仲裁から除

外しない限り、仲裁を強制しても差し支えないでしょう。」

千葉「沈黙や曖昧性があっても良い。」

荒井「ところが、仲裁適格性を判断するのは誰か？の問題になると、些か神

秘的(rather arcane)なのです。」
土井「神秘的？」

荒井「判決文がそう言っています。しかし不可解なところが神秘的でもある。」

千葉「何やら禅問答。」（笑い）

荒井「話を進めます。当事者は問題自体、またはその重要性を、想定すらし

なかったかも知れません。仲裁に服することを自ら特に合意した紛争に

限って、当事者に仲裁を強制できる原則から考えれば、誰が仲裁適格性

を判断するか？の問題に関して、沈黙や曖昧性を仲裁人に対する授権と

解釈することには、躊躇があっても当然です。」

土井「当事者に仲裁を強制できない。」

荒井「連邦仲裁法立法の背景にある目的は、私的に結ばれた仲裁合意を司法

強制により保証することです。これは、外でもない、別件の連邦最高裁

判決⑫からの引用です。」

馬場「結局の処、仲裁法は全ての請求について仲裁を命じているのではなく、

単に私的に取り決められた仲裁合意の強制を、当事者一方の申立に応じ

て、命じているに過ぎないのですね。これも同じ判決からの借用。⑬」（笑

い）

荒井「ここまで話が進めば、First Options 事件判決の結論は想像できるでしょ
う。」

土井「一つ前提が欠けています。」

千葉「Kaplan 夫妻が仲裁適格性問題の決定を仲裁人に委ねることに、疑いな
く、合意したかどうか？」

馬場「一本取られましたね。」（笑い）

荒井「それも設題でした。しかし、負け惜しみは棚に上げておきましょう。（笑
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い）Kaplan 夫妻が仲裁適格性問題の仲裁適格性に「明々白々」と合意し
た事実を First Options は証明できませんでした。」

土井「それなら結論は容易です。」（笑い）

千葉「Kaplan夫妻と First Option の間の紛争を仲裁によって解決すべきかどう
かは、裁判所が決定することになります。」

荒井「議論は順調に進んでいます。暫く休憩しましょう。」

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

荒井夫人が準備してくれたコーヒーの香りが疲れを忘れさせる。

米国海上物品運送法(USCOGSA)に関し注目すべき新判例が出た。荒井老
人によると、危険性内在貨物(inherently dangerous cargo)に関して、USCOGSA
§1304(6)(Hague Rules Art. IV r. 6に対応する）の解釈上、荷送人の厳格責任
(strict liability)を認めた初例である。Senator Line GMBH & Co. v. Eastern
Sunway Line et al., (2nd Cir. Docket No. 01-7374, Decided May 17, 2002)

1994年 4月 28日、機船 "Tokyo Senator" がヴァージニア州 Norfolk沖を
航行中、2 番船倉に積載した韓国釜山からの化学品貨物 TDO が自然発火し、
船体及び他の積載貨物に損害を与えた。TDO が危険貨物として国際海事危険
貨物コード(IMDGC)に記載されたのは 1998 年であり、米国運輸省危険物質
目録(Department of Transportation Hazardous Materials Table)に加えられたのは
1999 年である。さらに本件貨物船積み時に一般に入手できた文献で、TDO の
分解による発熱反応に言及したものは殆ど皆無であった。従って、荷送人は

TDOに固有の危険性を船積み時に知らず、また知り得なかった。（運送人も同
様。）

USCOGSA §1304(6)の第 1文章は、運送人は危険性の認識無く船積みに応
じた危険貨物を、賠償責任を負うことなく、何時でも廃却その他自由に処分

できること、及び危険貨物の荷送人は船積みから直接的または間接的に生じ

た全ての損害と費用に対して責任を負うことを定めている。"Goods of an
Inflammable, explosive, or dangerous nature to the shipment whereof the carrier,
master or agent of the carrier, has not consented with knowledge of their nature and
character, may at any time before discharge be landed at any place or destroyed or
rendered innocuous by the carrier without compensation, and the shipper of such
goods shall be liable for all damages and expenses directly or indirectly arising out
of or resulting from such shipment."

問題は、荷送人と運送人のどちらも貨物の危険性を知らず、または知り

得べくもないとき、荷送人は危険性内在貨物の船積みから直接的または間接

的に生じた損害と費用に対して厳格責任を負うかどうかである。
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ニュー・ヨーク州南部地区連邦地裁は、厳格責任を否定し、船積み前に

荷送人が貨物の危険性を現実に知り、または知っていたと推定されること、

及び危険性の運送人への開示を荷送人が怠ったこと、の二点が証明されなけ

れば、運送人は危険性内在貨物について責任を負わないと判示した。連邦地

裁は USCOGSAが 1936年制定時に既に確立していた連邦海事判例法（代表判
例は The Wm. J. Quillan, 180 F.681 (2nd Cir. 1910)）を立法化したものである
こと、及び判例法は貨物適合性について荷送人に絶対的保証(absolute warranty)
を課していないことを、過失責任原則の根拠としている。

今回第 2 巡回区連邦控訴裁判所は連邦地裁判決を破棄して、USCOGSA
は Hague Rulesを国内法化したものであって、確立した連邦海事判例法の立法
化ではないこと、平易解釈によれば §1304(6)は一貫性と予測可能性を担保す
る危険配分規定(risk-allocating rule)であるため、荷送人の厳格責任を肯定すべ
きであると判断した。

海を隔てたイギリスには 1998年の貴族院判決がある。Effort Shipping Co.
v. Linden Mgt. SA [1998] A.C. 605 (1998) セネガルからドミニカに向けて船
積みされた貨物の落花生油粕に害虫が蔓延していることを運送人も荷送人も

知らなかった。害虫は船体と他の貨物に全く被害を与えない。しかし検疫の

求める船倉薫蒸と全貨物海上投棄のため本船に 2ヶ月半の滞船損害が生じた。
Hague Rules Art. IV r. 6の解釈が争われた事件である。

ロイド卿(Lord Lloyd of Berwick)によれば、Hague Rules Art. IV r. 6の第 1
文章前半に言う運送人の危険貨物処分権が荷送人の危険性認識と無関係であ

ることは明らかである。しかし、第 1文章は途切れることなく後半の"and the
shipper of such goods shall be liable."に続く。第 1文章の前・後半を同一貨幣の
表・裏と読むのが自然であろう。そうであれば、危険貨物を船積みした荷送

人の責任は彼の危険性認識の有無によって左右されない。

またスタイン卿(Lord Steyn)も同様に、"The natural construction is ..... that
in neither the first nor the second parts ..... are the rights of owners conditional upon
the actual or constructive knowledge, or due diligence, of shippers."と宣明してい
る。

今回の第 2巡回区判決はこれと軌を一にするものと言えよう。USCOGSA
の目的である海上運送法の国際的統一促進にも調和する判決である。

荒井老人の弁舌は止まらない。興味津々たる事件であるが、続きは研究

会終了の後に持ち越し、本論に戻った。。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

馬場「それでは当初の話題である Bell 事件に戻ります。仲裁は契約の産物で
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すから、当事者が仲裁付託に同意していない紛争を仲裁にかけることは

出来ません。仲裁条項の文言から当事者意思を解釈することから始めな

ければなりません。」

土井「先程の発言の繰り返しになりますが、契約の形成は州法によって解釈

されます。」

千葉「ここではコネチカット州法。」

馬場「1981年に現れたコネチカット州最高裁判決に City of Bridgeport 事件が
あります。州最高裁によれば、『当事者が、単に紛争の本案に留まらず、

仲裁適格性それ自体の問題をも、仲裁に付託することに合意したか否か

は、当事者が作成した契約に表示される当事者意思如何による。』⑭ので

す。」

土井「仲裁条項から当事者意思を読みとるのですね。」

千葉「しかし問題はどの様な基準に従うかでしょう？」

馬場「City of Bridgeport 判決は続けています。『紛争の仲裁適格性は、問題の
仲裁への付託を当事者が明白に合意していなければ(unless the parties
have clearly agreed)、裁判所が決定する法律問題である。』と。」

土井「First Options 判決は、"clear and unmistakable" でした。"clearly" とどう
違うのでしょう？」

荒井「逐語的には異なっても、基準は一致しています。相違のない差異

(distinction without difference) と Bell 事件判決は言っています。」
千葉「洒落た言い回しですね。」（笑い）

土井「理解する前に、早々と納得させられる。」（笑い）

馬場「First Options 判決は City of Bridgeport 判決を廃棄したのではなく、同判
決を強化したのだと Bell 事件判決は説いています。」

荒井「City of Bridgeport 判決以前のコネチカット州最高裁判決に Frager 事件
があります。そこでは、『当事者が、適切な文言によって(by appropriate
language)、合意していなければ、』⑮と表現しています。注目に値すると
思われるのは、City of Bridgeport 判決以後に現れたコネチカット州最高
裁判決にも、Frager 事件判決に追随するものが幾つか見られる⑯ことで
す。」

土井「全て相違のない差異。」（笑い）

千葉「しかし微妙な差異(nuance)はある。」
荒井「皆さん個々の判断に任せて先へ進みましょう。」

土井「仲裁条項が含まれていたのは顧問契約だけです。雇用契約には無かっ

た。」

千葉「雇用契約期間に対応する紛議に関しては、仲裁契約が実際には存在し
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なかったことになります。仲裁適格性の核心は仲裁契約の範囲(scope)で
はなく、存否(existence)如何ですからね。」

土井「加えて損失補償条項の問題があります。」

千葉「そうです。Bell、会社間の訴訟で Bell が勝訴した場合には、訴訟関係
費用を会社が弁償すると定めていますから、仲裁ではなく、裁判による

紛争処理が当事者意思だと考えられなくもない。」

荒井「ご両人とも良く覚えていましたね。感心、感心。（笑い）実際に Bell は
そう主張したようです。」

馬場「しかし控訴裁判所はこれを斥けています。Cendant が主張する Bell の
契約違反は雇用契約だけでなく、顧問契約に対するものも含まれていま

す。実際の処、顧問契約の仲裁条項は適用範囲が広範囲です。」

千葉「念には念を入れて、『その他全ての事項』(any other matter or thing)と言
う文言まで付け加えていますね。」

馬場「そう。当事者の意見不一致はこの文言が Cendant の請求全てに該当す
るかどうかです。つまり、適用範囲の問題です。」

荒井「仮に仲裁契約存否の問題と捉えても、依然として裁判所が当事者意思

を First Options 基準に従って分析しなければなりません。」
土井「それは何故？」

千葉「First Options 事件自体が仲裁契約存否の争いです。」
荒井「ところで、団体労働協約(collective bargaining agreement)の期限切れ後

に行われた解雇の有効性に関して、仲裁適格性が争われた事件⑰があり

ます。労働協約には仲裁条項の外に自動更新条項(evergreen clause)が含
まれていたのです。」

土井「それなら、仲裁条項も含めて労働協約が自動更新されているのでは？」

荒井「しかし労働者側は、自動更新条項は終身契約となって公序(public policy)
に反し、非良心的(unconscionable)であるため、無効だと主張しました。」

千葉「そこで自動更新条項の有効性を決定するのが、仲裁人か？それとも裁

判所か？が争われたのですね。」

荒井「第 2 巡回区連邦控訴裁判所によれば、仲裁適格性が問題となる情況と
して、二つ考えられます。最も一般的な第一の情況は、特定の当事者間

紛議が契約仲裁条項の対象となるかどうかです。いわゆる仲裁条項の範

囲(scope of arbitration agreement)の問題です。特定の紛議に仲裁条項が適
用となるかどうか決定する役割は、裁判所が担っていると言って良いで

しょう。」

千葉「Moses Cone原則から言えば、疑わしい紛議は全て仲裁条項の範囲に含
めるべきですね。」
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荒井「そのとおりです。裁判所は仲裁適格性を認めることになります。」

土井「仲裁適格性が問題となる第二の情況は？」

荒井「仲裁条項の範囲ではなく、特定の時期に有効な仲裁契約が存在したか

どうかを決定する場合です。これには事実関係として二つに分けて考え

られます。一つは、当事者がそもそも仲裁契約を結んだかどうか議論さ

れる場合です。そしてもう一つは、嘗ては有効に存在した仲裁契約が既

に期限満了となって終結した場合です。」

土井「First Options原則ですね。」
馬場「前者は、間違いなく、そうです。」

千葉「間違いなく？」

馬場「後者に関しては自信がない。」（笑い）

荒井「当事者が仲裁契約の締結有無を争っているときには、仲裁人への『明

々白々たる』(clear and unmistakable)職権委託がない限り、裁判所が問題
を決定します。仲裁適格性に関する沈黙または曖昧性は通常の推定、つ

まり仲裁を選択する原則を、覆すことになります。」

千葉「後者の場合には？」

荒井「有効であった仲裁契約の期限が切れたときは、違ってきます。もはや

仲裁契約自体の問題ではなくなっています。契約に含まれる他の条項の

解釈問題です。」

土井「終結条項(termination clause)の解釈ですか？」
千葉「この事件では、自動更新条項も関係するのでは？」

馬場「終結条項や自動更新条項を解釈するのは裁判所か？それとも仲裁人か？

を決定付けるのは、やはり当事者意思ですね。」

千葉「しかし妙だ。」

土井「ブーメランですね。」（笑い）

馬場「仲裁適格性問題だから、結局仲裁条項の解釈に戻ってくる。」

荒井「皆さん、感がよろしい。」（笑い）

千葉「それならこれも First Options 原則？」
荒井「そう行かないところが、妙たる所以。」（笑い）

土井「仲裁条項の内容は？」

荒井「労働協約の解釈、適用、または履行に関して協約当事者間に発生する

全ての紛争を解決する権限は仲裁人にある、と決められています。」

千葉「一応包括的な条項と言っていいでしょうね。」

土井「一応？」

千葉「理想像からは遠いと言うこと。」（笑い）

馬場「そのような意味での仲裁条項の範囲は次回の研究対象です。」
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荒井「今日の処は千葉君に納得して貰って・・・（笑い）仲裁条項が契約の条

項・規定の意義に関連する全ての紛議を対象とする包括的なものであり、

しかも終結条項や自動更新条項に関連する紛議を明示的に除外していな

いときは、これら条項に関する争いは仲裁で解決されます。これが労働

協約事件に関するニュー・ヨーク州南部地区連邦地裁と第 2 巡回区連邦
控訴裁判所の結論です。」

土井「しかし、それでは First Options 原則に反しませんか？」
馬場「First Options判決では、当事者が仲裁契約に拘束されるか否かは、仲裁

適格性の問題であって、問題を仲裁に付託する当事者間の『明々白々た

る』合意が証明されないときは、裁判所が決定する趣旨でした。そして、

『明々白々たる』基準を充たす証明として、一般的包括的仲裁条項(general
and broad arbitration agreement)では足りないと判示しています。」

荒井「First Options 事件で問題となったのは、当事者がそもそも有効な仲裁契
約を締結したか否かです。これを、過去に有効であった仲裁契約が期限

満了によって無効となったか否か、の問題にまで拡張することは誤りだ

との考えです。」

千葉「First Options 判決を限定的に解釈するわけですね。」
馬場「限定的ではなく、拡張して解釈してはいけないと言うこと。」（笑い）

土井「成る程、それで最初に仲裁適格性が問題となる情況を分類したのです

ね。」

荒井「どうやら理解して頂けたようです。」（笑い）

千葉「ところで、事の序でに。」（笑い）

土井「何故拡張できないか？」

荒井「当事者の仲裁付託合意について『明々白々たる』証拠がなければ、全

ての仲裁適格性を裁判所が判断することになります。換言すれば、全て

の解釈問題を含む一般的仲裁条項では、もはや『明々白々たる』基準を

充足しないことになってしまいます。」

馬場「それでは行き過ぎだ、と第 2 巡回区連邦控訴裁判所は判断したのです
ね。」

千葉「判りました。労働協約事件で問題となった自動更新条項関連の仲裁適

格性は、First Options 判決の射程外です。」
土井「逆に Bell 事件の仲裁条項は First Options 判決の射程内です。」
荒井「都合良く本論に戻りました。」（笑い）

土井「当事者意思を判断するとき、裁判所は契約文言を平易な文言(plain
language)として解釈しなければなりません。」

千葉「契約の全体像(contract as a whole)からの判断も必要です。」
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馬場「先程説明したコネチカット州最高裁判決の City of Bridgeport 事件で問
題とされた仲裁条項では、『労使関係から生じる全ての事柄または条件

(any matter or condition)に関連して・・・全ての使用人または使用人団体
(any employee or group of employees)』から申し立てられた全ての苦情
(any grievance)は仲裁判断に従うこと、となっていました。そこで判決
は、この包括的(all inclusive)文言が、仲裁適格性問題を仲裁人に付託す
る当事者意思を明白に証明する(clearly demonstrate)と結論付けたので
す。」

土井「Bell 事件の仲裁条項は、『本契約・・・、またはその他全ての事項、に
関連して発生する全ての紛争(any controversy arising in connection with or
relating to this Agreement, ..... or any other matter or thing)となっていまし
たね。」

馬場「当事者の仲裁人に対する授権は、『包括的、絶対的、無条件、且つ無制

限』(inclusive, categorical, unconditional, and unlimited)なものと理解でき
ます。仲裁条項文言は顧問契約から生じる紛争に限定されません。また

どの様な範疇に入る紛争も排除しないのです。しかも他の契約条項によ

って解釈が変わるものでもありません。これが Bell 事件判決の結論で
す。」

荒井「馬場君ご苦労様でした。第 2巡回区連邦控訴裁判所は、First Options事
件連邦最高裁判決と City of Bridgeport 事件コネチカット州最高裁判決の
示す基準に則って、仲裁条項文言が仲裁適格性問題の仲裁適格性を『明

々白々と』証明していると判断したのです。」

千葉「契約文言の意義を州法に従って解釈するのは理解できます。」

土井「City of Bridgeport 判決をコネチカット州法と確定的に理解して良いの
でしょうか？」

荒井「良い疑問です。」（笑い）

馬場「コネチカット州控訴裁判所判決に、『仲裁適格性問題を仲裁に付託する

当事者意思の明示がないため、広範な仲裁条項であっても、それ自体で

は、仲裁適格性問題を決定する事実審裁判所の管轄を否定しない。』と判

示した例が二三あります。⑱」

荒井「しかしそれは問題としなくとも良いでしょう。『何が州法であるか最終

的に裁決する全権者は州最高裁です。』(The highest court of the state is the
final arbiter of what is state law.)⑲ 皆さんお疲れさまでした。今日も有意

義な議論ができました。」

馬場・千葉・土井（異口同音に）「有り難うございました。」
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一同少なからず疲労を覚える。しかし、荒井夫人心尽くしの酒肴を振る

舞われ、自然と活気ある弁舌が甦った。話題の中心は当然ながら休憩時に中

断した第 2巡回区連邦控訴裁判所判決 Senator Line 事件である。
USCOGSA §1304(6)の解釈上問題が生じるのは、荷送人の責任を基本的過

失理論で構成する §1304(3)（Hague Rules Art. IV r. 3に対応する）との緊張関
係である。"Freedom from negligence"と題する §1304(3)は規定する。"The shipper
shall not be responsible for loss or damage sustained by the carrier or the ship
arising or resulting from any cause without the act, fault, or neglect of the shipper,
his agents, or his servants." 両規定の競合について正面から取り組んだアメリカ
の判例は未だない。

再度 Effort Shipping 貴族院判決に戻る。貴族院は制定法解釈の規範とも
言うべき"generalia specialibus non derogant"（一般規定は特別規定を制限しな
い）を援用して Hague Rules Art. IV r. 6 の厳格責任を確認した。

ロイド卿は言う。"Art. IV r. 6 is a free-standing provision dealing with a
specific subject matter. It is neither expressly, nor implication, subject to article IV r.
3. It imposes strict liability on shippers in relation to the shipment of dangerous
goods, irrespective of fault or neglect on their part."

第 2巡回区連邦控訴裁判所は、Effort Shipping判決には説得力があり、対
応する USCOGSA 規定にも適用できることを確認した上、更に §1304(6) は
§1304(3) の特別適用と言うより寧ろ例外規定であると判示している。

加えて判決は、両規定が荷送人・運送人間の危険配分を別個・独立に定

めていると判断できる根拠として、制定法の解釈に際しては、全ての条項と

文言に有効な意義を与えるべく務め、如何なる規定をも無効、不必要、また

は無意味とならないように全体像から把握すべき原則を挙げる。§1304(3)が既
に荷送人の過失責任を定めているため、もし §1304(6)が危険貨物について荷
送人側の危険性認識を要件として定めているとすると、屋上屋を架す(carrying
coals to Newcastle)ものとなる。

判決はその他に USCOGSA の目的と制定経過、海事判例法の分析評価な
どを詳細に行っているため、将来発生する同種訴訟の指標となることは疑い

ない。

今回も議論に始まり議論に終わった。微醺を帯びた馬場壮年、千葉青年、

土井青年の三人が荒井老人邸を辞去したのは、いつものように 10 時を遙かに
過ぎていた。

（補遺）今年最初の研究会に於いて荒井老人から詳細な説明があった州裁判
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