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7 仲裁人の忌避事由ないし裁判所による仲裁人の解任事由に関する規定 
 

萩澤 達彦 

 
１ 忌避事由について  

 

（１）立法提案 
仲裁の公正を妨げるべき事由があるとき当事者は仲裁人を忌避することができる。 

 

（２）新仲裁法の規定について 
 新仲裁法 18 条は忌避原因として以下の２つの事由を挙げている。 

 一 当事者の合意により定められた仲裁人の要件を具備しないとき。 

 二 仲裁人の公正性又は独立性を疑うに足りる相当な理由があるとき。 

 このうち，第1項については，仲裁契約により開始される仲裁の本質から要請されるもので

あり，このような規定は必然的に必要なものであり，その規定の仕方も妥当なものであると思

われる。 

 第2項については仲裁判断の公正さを担保する趣旨から定められたものである。仲裁判断の

公正を担保するために，いかなることを仲裁人に要求すべきかという問題は，新仲裁法の規定

の仕方以外にも可能性はある。次項以下，この第2項の規定について多面的に考察して新仲裁

法と異なる前項のような立法提案をすることを提唱する。 

 

（３）仲裁人の公正性と独立性について  

 仲裁判断は、裁判の判決と同様に公正妥当であることが要請される。そのためには，仲裁人

の地位・職責に照らすと，公正な判断をくださないおそれのある者を仲裁人から排除すること、

そしてそのための基準を明らかにしておくことが重要であると思われる。 

 忌避事由とは，モデル法（模範法）第１２条第(2)項1のような不偏独立というような形2な

のか、それとも裁判官の忌避事由である「裁判の公正を妨げる事情」（民事訴訟法第２４条

第１項参照）のような規定にするのかという２つの選択肢がある。新仲裁法は国内仲裁も対

                                                        
1モデル法（模範法）第１２条第(2)項１文は，「仲裁人は，その不偏又は独立について正当な疑い

を生じさせるような事情があるか，当事者の合意した資格を有しないときに限って忌避されう

る（An arbitrator may be challenged only if circumstances exist that give rise to justifiable doubts as to 
his impartiality or independence, or if he does not possess qualifications agreed to by the parties.）。」 と
規定する。なお，ドイツ法第 1036 条第(2)項１文や，韓国法第 13 条は「公正性」と「独立性」

と規定している。 
2 独立とは、客観的にみて、仲裁人が、当事者とそれに近い者、紛争対象または自己の偏見によ

る束縛を受けない状況をいい、不偏とは、仲裁人がいずれの当事者にも偏らず、また偏ってい

るとみられるような行為をしないことをいう。澤田壽夫「仲裁人の独立」三ケ月古希記念『民

事手続法学の革新（上）』579 頁〈有斐閣，平成３年〉。 
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象にしているため，裁判手続きとの均衡を重視してこの条文になったと思われる3。したがっ

て，文言上はともかく，新法は，モデル法（模範法）第１２条第(2)項とほぼ同一に規定をし

ているといってよいと思われる。ここで要求されている仲裁人の公平性については異論のな

いところであろう。仲裁手続は，職権性が高く、仲裁人の権限が強く，一審限りの手続であ

り、仲裁人に高度な公正性が要求されるべきである。 

 ところが，ここで要求されている仲裁人の独立性については，仲裁人と裁判官の場合を比較

すると，異論があるところである。一般的にいうと，裁判官は，社会的ないろんな環境の中で

裁判の公平さを疑われないように職務以外の社会生活を抑制しつつ、職業裁判官としての職務

を常に自覚しながら暮らしてきている。これに対して、仲裁人は，その職務以外にキャリアを

積みそれにかかわる社会生活も活発にやっている場合が多い。仲裁人の方がいろいろな社会生

活上のしがらみも多く，仲裁人として独立性4を疑われるような，いろいろな複雑な人間関係な

どが皆無であることは希であると思われる。仲裁人に選任される者は，その業界の重鎮が多い

ことからも判明するように，その業界に人間的しがらみがないような者は仲裁人としての専門

性に欠ける可能性があることは否定できないと思われる。さらに、事件の中には、仲裁人の代

わりが見つからない事件というのもあるといわれている（国際的な知的財産紛争などでは、我

が国で仲裁人適格者がほんの数人しかいないといわれている）。この場合には，多少の独立性

に欠ける者であっても，公正性が担保されるのであれば，その者を仲裁人に選任するしかない。 

 とりわけ，仲裁廷が複数の仲裁人から構成される場合、仲裁人のなかに自らを選定した当事

者に傾くような者が含まれていても差支えなく、公正な判断をくださないおそれのある者の排

除とそのための基準設定は、単独仲裁人または複数の者によって構成される仲裁廷の仲裁延長

(第三伸裁人)のみにかかわる問題ではないかとの疑問も呈されている。 

当事者から独立していない仲裁人は公正妥当な判断をくだすことを全く期待しえないわけ

ではない。しかし，そのような仲裁人によって不公正な判断がなされる蓋然性が大きいこと

は否定できないと思われる。したがって，単独仲裁人仲裁では、仲裁人が当事者から独立し

ているべきである。ところが、仲裁廷が三名から成る場合、もし二名の仲裁人がそれぞれそ

の者を選定した当事者の利害に影響を受けるとしても、第三伸裁人が独立であれば、他の仲

裁人の偏向を正すことができると思われる。すべての仲裁人が独立であることは望ましいこ

とであるかもしれないが、非独立仲裁人を総て排除すべきとは限らないのではないと思われ

る5。仲裁法試案 16 条 1 項も、「当事者は、仲裁人につき仲裁の公正を妨げるべき事由があ

るときは、その仲裁人を忌避することができる」と規定していた。これは、一定の忌避原因、

すなわち「仲裁の公正を妨げるべき事由」があるときに、当事者は裁判所に対して忌避の決

                                                        
3 なお，忌避事由については，個別に事由を列挙する態様も考えられるが，仲裁にあっては，当

事者と仲裁人の関係も千差万別であり，手続主宰者として要求される不偏性及び独立性を抽象

的要件として掲げるのが妥当と判断されたようである。 
4独立があるかどうかは、六つの要素(経済的関係、職業的関係、交際上の関係，対象との関係，

過去の意見、国籍)から決定されると思われる。そして、ある関係（たとえば経済的関係）が

ありさえすれば独立性が否定されるのではなく、その関係がどれほど濃密であるかが独立非独

立を決定することになる。澤田・前掲 580 頁。 
5 澤田・前掲 587 頁。 
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定、すなわち当該仲裁人を職務執行から排除する裁判を求めることができるとするもので、

民事訴訟における裁判官の忌避に関する民事訴訟法 24 条 1 項が、「裁判の公正を妨げる事由

があるとき」に忌避できるとしているのと符号する。 

 したがって，抽象的な規定をし，なおかつ，公正・独立という文言よりも、公正だけが採

用されるべきであると思われる6。 

 

 

２ 忌避手続について  

 

（１）立法提案 
 新仲裁法の5項の条文で，裁判所が忌避申立てに理由があるとの心証を形成したが，その

旨の決定をするより先に仲裁判断がされていたときは，仲裁判断を取り消しうることを明文化

する。 
 

（２）新仲裁法の規定について 

 新仲裁法第19条は，当事者が忌避手続について合意で定めることができることを前提とし

て，そのような合意がない場合の標準的な手続について規定している。この忌避手続きでは、

第一次的には仲裁廷がその当否を判断し、それで忌避がないとした場合には、裁判所にその当

否の決定を求める7という2段階の仕組みになっており，モデル法第13条にならったものである8。 

 モデル法第13 条第２項にならったこの手続では，仲裁廷による忌避申立てについての評

議・評決に忌避の対象となっている仲裁人も加わることとなる（当該仲裁人は，辞任しない以

上，通常は忌避には賛成しないことになろう。）。そうでないと，この者が関与できないとす

ると仲裁人１人の仲裁廷の場合9や全員が忌避された場合など迅速に対処し得るとした趣旨が

没却されかねない。また，最終的には裁判所に対する忌避申立手続が用意されていることから，

このことにより生じうる実際上の不都合は回避され得るものと思われる。 

 忌避について裁判所が判断した場合に、モデル法は裁判所の判断に対しては上訴ができな

いという規定しており，新法も 7条にいう「特別の定め」を規定していないので，この点も

モデル法にならったものと思われる10。 

（３）仲裁判断を取り消す必要がある場合 

                                                        
6 小島武司『仲裁法』182 頁〔2000 年〕は，「独立性の欠如ということは，かならずしも編頗事由

が存在しなくても生じうることがらであり，また独立性は忌避事由と異なり留保なく手続き行

為をおこなっても後日仲裁判断取消事由として主張できなくなるということはないので，仲裁

人の独立性は，忌避とは別に独自の意義をもつものと捉えるのが妥当である。」とする。 
7これは性質上非訟事件であり，一種の形成訴訟であるとされている。小島・前掲 193 頁以下。 
8 韓国法第 14 条第(1)項ないし第(3)項も，モデル法 13 条第(1)項ないし第(3)項と同内容の規定

であり，ドイツ法第 1037 条も，ほぼこれに準ずる規定である。 
9 モデル法第 13 条第 2項は，主に仲裁人が複数である場合を想定しているが，単独仲裁人である

場合にも適用される。 
10 ただし，仲裁判断がされた後に，その取消しを求める裁判において，再び忌避理由の有無を問

題にする余地があると解される（モデル法第 34 条第 2 項(a)(iv)参照）。 
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 裁判所が、忌避事由があると決定をした場合、その決定自体は忌輝を受けた仲裁人には拘

束力がない。したがって，忌避の申立てに理由があるという裁判の結果として仲裁人がその地

位を失うことはなく、新仲裁法21条の1項4号で「第19条1項から第4項までに規定する忌避の手

続においてされた忌避を理由があるとする決定」がされた場合には仲裁人の任務がそれによっ

て終了することから，仲裁人の任務が終了することになる。その任務終了によって仲裁人の地

位を失うことになる。 

したがって，忌避申立事件が裁判所に係属している間も，仲裁廷が仲裁手続を続行し，仲裁

判断をすることができる。ためにする忌避によって申立人の権利救済が遅れてしまうという事

態が生じることを防ぐために、裁判所の手続を続行している間の仲裁人の仲裁手続続行権を認

めるのは妥当であると思われる。 

問題は，この場合に，仲裁廷の判断と忌避の申立てを受けた裁判所の判断とが齟齬する場合

があり得る。例えば，裁判所が忌避申立てに理由があるとの心証を形成したが，その旨の決定

をするより先に仲裁判断がされていたときは，裁判所による忌避決定の可否を含めどのように

規律されることになるかについても規定する必要があると思われる。とりわけ，そのまま仲裁

手続が続行し，裁判所の忌避事由についての審理が終了する前に，仲裁判断が下された場合に，

そのまま忌避手続きを続けるべきかが問題となる。当該仲裁人による仲裁判断は，職務を行う

権限のない仲裁人が下したものとなるから，当事者は仲裁判断の取消しを求めることになろう

11。しかしそれでは，取消しがなされるまで仲裁判断が法的に不安定なままであるという状態

が生じる。そこで，（1）で述べたような立法提案をするものである。 

 

４ 忌避以外の退任事由について  

（１）立法提案 
仲裁人の破産・仲裁人の後見等の開始についても終了事由にすべきである。 

 

（２）新仲裁法の規定について 

 新仲裁法 20 条（解任の申立て）は，忌避の場合と違って、仲裁人の職務不能や懈怠が問題

になった場合を規定している。この場合，一次的に仲裁人に判断させるわけにはいかないの

で、裁判所に判断をさせざるを得ない。この決定に対しても不服申立は認められない。 

 解任も裁判所の手続をせずにやる場合は両当事者の合意が要る。しかし、当事者間の合意

が得られずに、争いが生じた場合に裁判所に申し立てでき，この場合には、一方当事者でで

きる。 

新仲裁法 21 条（仲裁人の任務の終了）１項 1号の規定されている「仲裁人の死亡」は，モデ

ル法12には規定がないものである（当然のこととして規定されなかった）。この点を規定す

                                                        
11 小島・前掲 196 頁参照。 
12 モデル法（模範法）第 14 条は，仲裁人が法律上又は事実上その任務を行えない場合又はその
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るのであれば，規定されなかった，仲裁人の破産・仲裁人の後見等の開始についても，明確

に規定する必要があると思われる。そこで，（1）で述べたような立法提案をするものである。 

 

                                                                                                                                                                        
任務遂行が不当に遅延した場合の仲裁人の自発的辞任又は両当事者の合意による解任を規定

する。ドイツ法第 1038 条及び韓国法第 15 条も，モデル法第 14 条と同様の規定である。 


