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インドにおける中国と香港の仲裁の執行 
Enforcement of Chinese and Hong Kong arbitration awards in India 

 

アジア太平洋地域では仲裁を歓迎する動きが

あります。その中で、インドはこのほど、外

国の仲裁判断の執行に関する相互条約を締結

した国として、中国（香港とマカオを含む）

を官報に掲載しました1。それにもかかわらず、

インドにおける外国の仲裁判断の執行は、今

なお不透明です。しかし、仲裁条項を上手に

起草することにより、執行の可能性を高める

ことができます。 

 

 
 

インドは、この 10 年間で経済大国として台頭

してきており、世界で最も急成長を遂げてい

る経済圏の 1 つとなっています。ただし、イ

ンド企業との取引を希望する者は、紛争が発

生した場合に、インドで請求権の行使が容易

に行えるかどうかという点について十分に考

慮しなければなりません。 

 

海運業界では、仲裁は今でも好ましい紛争解

決の手段です。従来から、ロンドンで仲裁を

行うのが最も一般的ですが、用船契約にニュ

ーヨーク、中国、シンガポール、香港などの

仲裁条項が見られるのも決して珍しいことで

はありません。 

 

 

 

                                                            
1
 2012 年 3 月 24 日に掲載された告示内容です。 

インドとニューヨーク条約 

インドは、1958 年の外国仲裁判断の承認およ

び執行に関する条約（ニューヨーク条約）の

締約国です。したがって、将来を見据えてイ

ンド企業と用船契約や仲裁契約を締結しよう

としている外国の船主や用船者が、心配する

理由は何もないと考えることはまったく妥当

なことのように思われます2。しかし、この考

えが間違っている可能性があるのです。 

 

というのは、インドの 1996 年仲裁調停法（仲

裁法）は、同法に基づく執行の場合に何が

「外国仲裁」にあたるかに関して、ニューヨ

ーク条約で定めているよりも厳格な要件を定

めているからです。インドの裁判所は既に多

くの訴訟を抱えているため、そこで仲裁条項

や仲裁判断の技術的適用や、異議申立てを行

うことは大幅な遅延の原因となってしまいま

す。しかし、不幸にもこれが常態化してしま

っています。さらには、インド最高裁判所に

よる仲裁法の解釈方法により、インドにおい

ては外国仲裁判断が事実上無効になるおそれ

が出てきているのです。 

 

インド政府は、他の多くの締約国と同様、

「インド政府は、この条約の締約国である国

の領域においてされた判断の承認および執行

についてのみこの条約を適用する旨を宣言す

る。インド政府はまた、契約に基づくもので

あるかどうかを問わず、インド法に基づいて

商事と認められる法律関係から生ずる紛争に

ついてのみこの条約を適用する旨を宣言す

る。」として、「相互」および「商事」とい

う条件を付してニューヨーク条約に署名しま

した。相互と商事の条件は、いずれもインド

                                                            
2 ニューヨーク条約では、特に、締約国の宣言および留保を条

件として、締約国は他の国でなされた仲裁判断を承認し執行

することが要求されています。 
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の 1996 年仲裁調停法の第 II 部第 44 条に記載

されています。 

 

特に海運業界に関する限り、商事という条件

を付すことはさほど問題ではありません。

「商事」という文言は仲裁法では定義されて

いませんが、インド最高裁判所は、文言を広

義に解釈することを好む傾向にありました。

解釈については、UNCITRAL モデル法（仲裁

法のモデルとなったもの）も参考になります。

そこでは、「商事的性格の全ての関係から生

じる事項を含むように広く解釈しなければな

らず、契約から生じるか否かを問わない」と

いう文言の広義の解釈を求め、かつ、「航空

機、船舶、鉄道または道路による物品または

旅客の運送」を商事的性格の関係とみなして

います3。 

 

しかし、仲裁法第 44 条に明記されている相互

という条件は、ニューヨーク条約で意図され

ているものよりも厄介であることは間違いあ

りません。第 44 条では、仲裁判断が条約締約

国でなされることだけでなく、ニューヨーク

条約の適用される国として具体的な国がイン

ドの官報（The Gazette of India）4で告示される

ことも要求しています。 

 

したがって、インドで執行するには、ある国

がニューヨーク条約に単に署名や批准するだ

けでは十分ではないのです。このことが、こ

れまで、インドで外国仲裁判断を執行しよう

とする当事者に対して重大な問題を引き起こ

しており、今もなお、重大な問題を提起し得

るものとなっているのです。 

 

インドが既に告示した国の一覧表には、英国、

米国、フランス、ギリシャ、ノルウェー、日

本などの主要な仲裁センターも含まれていま

す。インドはここ数年、一覧表の国の数を増

                                                            
3 UNCITRAL モデル法の第 1 条およびその脚注を参照してく

ださい。 
4 インドの官報（Official Government Gazette） 

やしています。オーストラリアが 2008 年に追

加され、中国と香港も既に告示されました。 

 

しかし、全体を見ると、ニューヨーク条約の

現在の締約国 146 か国のうち、官報で告示さ

れたのはその 3 分の 1 を下回っています。 

 

アジア太平洋地域での仲裁 － 近年におけるイ

ンドの告示の重要性 

インドによる中国の告示と、その結果生じる

インドの裁判所における中国と香港の仲裁判

断の承認と執行力は、アジア太平洋地域にお

ける仲裁に関して歓迎すべき動きであるとい

えます。インドと関連がある紛争の仲裁セン

ターとして、中国と、特に香港の魅力が高ま

ると考えられます。これにより、当事者には

幅広い仲裁センターの選択肢が与えられるこ

とになります。特に、当事者は、海運に関す

る紛争の際、アジアで最も人気のある 2 つの

仲裁センター（香港とシンガポール）と、こ

の 2 つの法域に設立された仲裁機関（香港国

際仲裁センター（HKIAC）とシンガポール国

際仲裁センター（SIAC））の中からよりバラ

ンス良く選択できるようになります。シンガ

ポールは、以前、官報に掲載されたため、少

なくとも今日までは、インドとの関連性があ

る場合に当事者の仲裁センターとして有利な

立場を享受しています。 

 

歴史的に見て、HKIAC は、中国国際経済貿易

仲裁委員会（CIETAC）という北京に本部を置

く中国本土の仲裁センターよりも、中国国外

の当事者に人気があり、その状況は今も変わ

っていません。 

 

しかし、CIETAC は近年、中国本土以外に対

して魅力を伝える活動にかなりの力を入れて

います。こうした努力の一例として、2012 年

5 月 1 日の新 CIETAC 仲裁規則の施行5が挙げ

                                                            
5 www.cietac.org.を参照してください。 
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られます。新 CIETAC規則の目的は、中国の

仲裁を他の主要な仲裁センターにおける現行

の国際的な仲裁実務に、より沿ったものにす

ることにあります。CIETAC 規則のさらに重

要な変更点は、CIETAC が適切と判断した場

合、中国以外の仲裁地を選択できるほか、中

国語を仲裁の標準言語とする条項が削除され

たことです。新 CIETAC規則と、インドにお

ける仲裁の承認と執行力により、CIETAC と

中国が仲裁センターとしてより魅力的な選択

肢となる可能性があります。 

 

インドでの仲裁判断の執行はなお不透明 

外国仲裁判断がインドの官報で告示された国

においてなされたとしても、決してその判断

の執行が保証されるわけではありません。技

術的根拠に基づいてインドの裁判所で異議を

申し立てることが、不幸にも当たり前のこと

になってしまいました。 

 

たとえ仲裁がインド国外で今後行われるか、

または現在行われているとしても、仲裁法の

第 I 部第 2 条(2)が暫定措置を認める権限をイ

ンドの裁判所に与えているため、これを理由

に、インドの当事者が関わる契約の外国仲裁

条項が、仲裁法第 9 条に基づいて異議を申し

立てられることが多くなっています。このこ

とは、バティア･インターナショナル対バル

ク・トレーディング SA 他事件（Bhatia 

International v Bulk Trading SA and Another）6に

おいてインド最高裁判所によって確認されて

います。この事件で、同裁判所は、仲裁法の

第 I 部が明示的または黙示的に排除されていな

い場合には、第 I 部はインド国外の国際商事仲

裁に適用されるとしました。 

 

この判決を基礎としつつも、さらにいくらか

明確化されたマックス・インディア・リミテ

ッド対ジェネラル・バインディング・コーポ

レーション事件（Max India Limited v General 

                                                            
6
 (2002) 4 SCC 105. 

Binding Corporation）7では、デリー高等裁判所

は、その外国の取引相手先が該当する契約の

シンガポール法および仲裁に関する条項への

依拠を抑制するようなインドの当事者の申立

ては、認められないと判示しました。その理

由は、契約に基づく紛争を SIAC に付託するこ

とに明示的に合意することにより、両当事者

は、仲裁法の第 I 部の適用、ひいてはインドの

裁判所の管轄権を黙示的に排除したことにな

るからです。 

 

マックス･インディア事件の判決は、当時、法

曹界の一部から、インドの裁判所は外国仲裁

手続きへの関与に明らかに乗り気でないこと

を示すものだとして歓迎されました。しかし、

バティア･インターナショナル対バルク・トレ

ーディング SA 他事件の理由付けに基づく他の

判決は、さほど積極的ではないものもいくつ

かあります。例えば、ベンチャー・グローバ

ル・エンジニアリング対サティヤム・コンピ

ュータ・サービス・リミテッド事件（Venture 

Global Engineering v Satyam Computer Services 

Ltd）8では、インド最高裁判所は、バティア事

件の理由付けを拡大して、仲裁法の第 I 部第

34 条の「公序」規定は外国仲裁判断にも適用

されると判示しました。その際、インド最高

裁判所は、外国仲裁判断がインドの制定法の

規定に違反している場合およびインドの公序

に反する場合には、インドの裁判所はこれを

無効にすることができると判示しました。 

また、何が公序違反にあたるかについてのイ

ンド最高裁判所の解釈は、非常に広いもので

す。オイル＆ナショナルガス・コーポレーシ

ョン・リミテッド対ソー・パイプス事件（Oil 

& National Gas Corporation Ltd v Saw Pipes）9で

は、インド最高裁判所は、仲裁判断がインド

の基本的方針もしくはインドの利害に反する

場合、または仲裁判断が不当、不道徳もしく

                                                            
7
 (FAO (OS) 193/2009). 
8
 (2008) 4 SCC 190. 
9
 (2003) 5 SCC 705. 
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は明らかに違法である場合にインドの公序が

侵害されると判示しました。 

ベンチャー・グローバル・エンジニアリング

事件では、インド最高裁判所は、当事者がイ

ンドの裁判所で仲裁判断に異議を申し立てる

権利を奪われることになるような形で、執行

を目的として仲裁判断を外国に持ち込むこと

により、ソー・パイプス事件判決に書かれて

いる「拡大された公序の定義」を避けて通る

ことはできないと強調しました。最高裁判所

が認めた例外は、やはり、当事者が仲裁法の

第 I 部の適用を排除することに明示的または黙

示的に合意した場合には、インドの裁判所は

外国仲裁判断を無効にすることはできないと

いうものです。 

 

したがって、当事者は、仲裁手続き中に相手

方当事者がインドに所有する自己の財産を売

却するのを止めさせるためであっても、仲裁

が開始される前にインドの裁判所に暫定的救

済を求めることは有用であるでしょう。その

一方で、仲裁廷で判断する争点の適切性を根

拠に仲裁手続きの停止を求めることも可能で

あると思われます。 

 

第 9 条の申立ての結果がどのようなものであ

れ、多くの訴訟を抱えているインドの裁判所

で手続きが開始されれば、大幅な遅延はまず

避けられません。したがって、仲裁の進捗を

遅らせようとするたちの悪い当事者により、

手続きが乱用されやすくなります。また、外

国仲裁判断の執行は、公序その他の理由に基

づいて異議を申し立てられ、または遅延され

る場合もあります10。 

 

優れた契約の草案がインドでの執行の成功の

可能性を高める 

多くのニューヨーク条約の締約国は、インド

の官報では告示されていないため、これらの

                                                            
10

 暫定的適用または異議申立てがなくとも、インドの裁判所で

は、外国仲裁判断の執行には、通常 6 か月から 3 年の期間を

要します。 

諸国からの仲裁判断はインドで執行できませ

ん。仲裁条項または仲裁契約を起草する場合、

当事者は、ニューヨーク条約の締約国として

インドの官報で告示されている国を仲裁地と

することに合意すべきです。これにより、仲

裁判断が仲裁法の第 II 部に基づく「外国仲

裁」ではないという理由でインドの裁判所が

当該仲裁判断の執行を拒絶する可能性が低く

なると思われます。 

 

仲裁法の第 I 部第 2 条(2)は、仲裁が今後イン

ド国外で行われるか、または現在行われてい

る場合であっても、暫定措置を認める権限を

インドの裁判所に与えています。したがって、

インドの当事者が関わる契約の外国仲裁条項

は、仲裁法第 9 条に基づく異議申立ての対象

となりえます。また、仲裁法の第 I 部第 34 条

の「公序」規定は外国仲裁判断にも適用され

ます。インド最高裁判所が「公序」という文

言を非常に広く解釈しているため、外国仲裁

判断の執行がインドの裁判所で異議申立てを

受ける可能性が出てきました。 

 

仲裁条項または仲裁契約を起草する当事者は、

仲裁法の第 I 部の適用およびインドの裁判所の

管轄権を、明示的または黙示的に排除または

容認することの善し悪しについて慎重に検討

する必要があります。このことは、差止命令

やその他の暫定的救済の中では特に関連性が

強いものです。 

 

仲裁法の第 I 部が仲裁条項または仲裁契約から

明示的または黙示的に排除（例えば、外国の

規則に基づく外国の法廷地での仲裁に付託す

ることに明示的に合意すること）されていな

い場合、第 I 部はインド国外の仲裁にも引き続

き適用され、仲裁自体が他の国で行われてい

るとしても、インドの裁判所は、差止命令そ

の他の暫定的救済を与える管轄権を有するこ

とになります。このことは、手続きの遅延を

引き起こす可能性をはらんでいます。 
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一方で、当事者は、自らインドの裁判所で暫

定的救済または一定の種類の暫定的救済を求

める能力を明示的に保全することを望む場合

もあります。例えば、相手方当事者が、外国

仲裁手続き中にインドに所有する自己の財産

を売却するのを止めさせる命令をインドの裁

判所に求めることができるのは、外国の当事

者にとってかなりの安心材料となり、価値あ

るものであるといえるでしょう。 

 

インドにおける外国仲裁判断の執行には、今

後も問題がついて回る可能性があります。し

かし、外国の船主または用船者は、インドで

の執行に関する落とし穴を慎重に検討し、仲

裁条項または仲裁契約を慎重に起草すること

により、自己のリスクを大幅に減らすととも

に、インドの相手方に対する外国仲裁判断の

執行が成功する可能性を高めることができま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


