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 本号では，第 16 回世界訴訟法会議（国際訴訟法学会世界大会）「グローバリゼーションと技術革

新を越えて進む民事司法の挑戦」を取り上げました。 

当財団が協賛した本世界大会は，国際訴訟法学会（International Association of Procedural Law : IAPL）

の依頼を受けて，IAPL 2019 年世界大会組織委員会が主催者，日本民事訴訟法学会が共催者として，

最高裁判所，法務省，日本弁護士連合会の法曹三者の他，日本政府観光局，近畿弁護士会連合会，大

阪弁護士会，兵庫県弁護士会が後援し，当財団の他，公益財団法人民事紛争処理研究基金，一般財団

法人司法協会，公益社団法人商事法務研究会，一般社団法人金融財政事情研究会，株式会社有斐閣，

株式会社弘文堂，ＴＭＩ総合法律事務所，森・濱田松本法律事務所，長島・大野・常松法律事務所，

関谷･宗像法律事務所が協賛し，一般財団法人神戸観光局・神戸コンベンションビューローが協力し

て，2019 年 11 月 2 日から 5 日まで 4 日間の日程で，神戸・ポートピアホテル（国際会議場ポートピ

アホール）にて開催されました。 

 

 IAPL は，全世界から民事訴訟法を主体とした手続法の研究者や実務家等が集う国際学会です。1970

年代前半に設立され，1977 年に第 1 回世界訴訟法会議がゲント大学において開催されました。以後，

ほぼ四年に一度の大規模な大会が「世界訴訟法会議」として開催されてきており，本第 16 回世界訴

訟法会議は， IAPL 本部から，ヨーロッパやラテンアメリカでの開催が通例であったところ，アジア

初の世界訴訟法会議を日本で開催してもらいたいとの依頼が，日本民事訴訟法学会の故・竹下守夫名

誉会員（当財団元役員）にあり，4 年にわたる準備を経て我が国での開催に至ったものです。 

 

 本世界大会は，アジア圏初の世界訴訟法会議ということで，中国・韓国・台湾の訴訟法研究者にも

広く広報を行い，海外 100 名・国内 150 名の計 250 名という当初の目標を超え，海外 157 名・国内 211

名で，日本を含め 36 の国・地域から計 368 名もの参加登録を得るに至り，7 つの多岐にわたるセッシ

ョンでは，世界中の研究者・実務家から充実した質疑・討論が行われました。IAPL 役員たちからは

「パーフェクト」との賛辞が口々に出るほど，成功裡に閉会しました。大会の概要は以下の通りです。 

 

 

 



１．プログラム 

(1) 統一テーマ：「グローバリゼーションと技術革新を越えて進む民事司法の挑戦（Challenges for 

 Civil Justice as We Move Beyond Globalization and Technological Change）」 

(2) 開催場所：神戸ポートピアホテル（国際会議場ポートピアホール） 

(3) 開催日程：2019 年 11 月 2 日（土）〜5 日（火） 

 

●第 1 日 11 月 2 日（土） 

開会式 

    開催国代表挨拶 三木浩一・組織委員会委員長 

    IAPL 代表挨拶    ブルクハルト・ヘス IAPL副会長， 

             谷口安平・IAPL 名誉副会長 

基調講演 

   三木浩一（慶應義塾大学，日本） 

   フレデリク・フェラン（リヨン第三大学，フランス） 

   マーガレット・ウー（ノースイースタン大学，アメリカ） 
 

第 1 セッション「グローバル経済下における越境紛争解決」 

議長 谷口安平（京都大学，日本） 

   ジェネラルリポーター クリストフ・ケルン（ハイデルベルク大学，ドイツ） 

コメンテーター リンダ・シルバーマン（ニューヨーク大学，アメリカ） 

       アタナシオス・カイシス（国際ギリシャ大学，ギリシャ） 
 

ウェルカムレセプション（ポートピアホテル 大輪田の間） 

 

●第 2 日 11 月 3 日（日） 

第 2 セッション「民事司法過程における裁判所の説明責任と透明性」 

議長 マーガレット・ウー（ノースイースタン大学，アメリカ） 

   ジェネラルリポーター ユーリン・フー（北京大学，中国） 

              ダニエル・ミティディエロ（リオグランデドスール連邦大学，ブラジル） 
 

第 3 セッション「外国倒産手続に対する国際的協調の態様」 

議長 リチャード・マーカス（カリフォルニア大学ヘイスティングス校，アメリカ） 

   ジェネラルリポーター ゲオルグ・コデク（ウィーン経済大学，オーストリア） 

             松下淳一（東京大学，日本） 

 

 



●第 3 日 11 月 4 日（月） 

第 4 セッション「外国債務名義の承認と執行における地域主義」 

議長 ブルクハルト・ヘス（マックスプランク研究所ルクセンブルク，ルクセンブルク） 

   ジェネラルリポーター ロナルド・ブランド（ピッツバーグ大学，アメリカ） 

              タニャ・ドメイ（チューリッヒ大学，スイス） 
 

第 5 セッション「Open Call for Papers（公開募集報告）」 

議長／コーディネーター アレシュ・ガリッチ（リュブリャナ大学，スロベニア） 

              バルト・クランス（ライデン大学，オランダ） 

   スピーカー  アントニオ・カブラル（リオデジャネイロ大学，ブラジル） 

         エリザベット・チェラート・グリ（ロビラ・イ・ビルジリ大学，スペイン） 

         パオロ・コモグリオ（ジェノバ大学，イタリア） 

         クリスティアン・デルガド・スアレス（リマ大学，ペルー） 

         アルバロ・ハビエル・ペレス・ラゴン（カトリカ・デル・ノルテ大学，チリ） 

         キャサリン・ピシェ（モントリオール大学，カナダ） 

         手賀寛（首都大学東京，日本） 

   エジルソン・ヴィトレッリ（マッケンジー大学，ブラジル）／ルイス・ 

エンリケ・ボルトライ（ユニメトロカンプ・ワイデン大学，ブラジル） 

         吉垣実（愛知大学，日本） 

 

●第 4 日 11 月 5 日（火） 

第 6 セッション「訴訟手続における電子的テクノロジーの活用」 

議長 ペーター・ゴットヴァルト（レーゲンスブルク大学，ドイツ） 

   ジェネラルリポーター フランシスコ・バービック（ラプラタ国立大学，アルゼンチン） 

              ムン・ヒュク・ホ（司法政策研究院，韓国） 
 

第 7 セッション「新種証拠をめぐる近時の状況と課題」 

議長 レモ・カポニ（フィレンツェ大学，イタリア） 

   ジェネラルリポーター 杉山悦子（一橋大学，日本） 

              ジュアン・ピコ-ジュノイ（ポンペオ・ファブラ大学，スペイン） 
 

閉会式 

   IAPL 代表挨拶 エデュアルド・オテイザ新会長， 

          大村雅彦 IAPL 副会長 
 

ガラディナー（ポートピアホテル 大輪田の間） 

 



２．各セッションの概要   IAPL2019 組織委員会事務局長 勅使川原和彦（早稲田大学） 

本大会の統一テーマは，「グローバリゼーションと技術革新を越えて進む民事司法の挑戦」であ

り，国境を越える民事司法手続に関する諸問題とテクノロジーの導入に伴う諸問題が，各セッショ

ンの関心事項となっている。各国の国内での先進的な取り組みや国境を越えた紛争の解決手段，あ

るいは IT 化に伴う民事司法の質的変容をめぐる課題と展望が，７つのトピックを扱うセッション

に分かれて示され，かつ議論された。 

紙幅の都合から，開会式・閉会式での挨拶や，ウェルカムレセプション・ガラディナーについての

紹介，各セッションでの質疑応答の内容は割愛し，以下では，本世界大会の報告の概要を紹介する。 

 

（１）基調報告 

本世界大会初のアジア開催となった日本では，現在，民事訴訟の IT 化の議論がまさに進行

中であるが，本大会の組織委員会委員長でもある慶應大学・三木浩一教授が，「現代のコンピュ

ーター関連技術は司法手続にとって歓迎すべき友人か，それとも招かれざるトラブルメーカー

か？」と題する第一基調講演において，司法過程の効率性と妥当性の向上を目指して IT 関連

技術を導入することは，一般の企業や政府機関が IT 技術を導入するのと変わらず，便利で役

に立つ歓迎すべき友人を迎えるものとなるが，訴訟手続が受動的に IT 関連技術の進歩から影

響を受ける場面で，当事者と裁判所の双方に重い負担や混乱を課すものがあり，それについて

は問題の本質の理解により解決が導けるよう理解を前進させるべき旨を説き，本シンポジウム

の有用性に期待感を示した。 

続いて，リヨン第三大学のフレデリク・フェラン教授が，「適応しなければならないか？ 民

事訴訟の将来：降伏か抵抗か？」と題する第二基調講演では，グローバリゼーションに伴い，

国境が一定程度消滅するのと同時に，司法組織と民事訴訟の進行について影響を受ける国家財

政の懸念を生じる事態に対し，その適応について，司法への信頼を高め満足できる司法機関へ

の資金配分を獲得する方向・民事訴訟のテクノロジー化により効率性を強化する方向・民事紛

争処理の多元化と専門化といった手段で民事司法を柔軟化する方向，の３つを指摘し，いずれ

においても当事者・人間が司法制度の中枢にとどまるような「適応」でなければならないと説

いた。 

最後に，ノースイースタン大学のマーガレット・ウー教授が，「テクノロジー，国際経済及

び民事訴訟手続における新概念」と題する第三基調講演で，テクノロジーがデュープロセスに

もたらす変容を指摘し，これまでの社会がしてきた法的な「合意」が「電子的合意」に変わる

ことは，十分に知識や情報を持った者同士の交渉による合意から不用意な「クリック」に差し

替わってしまう事態をもたらしているという懸念を明らかにした。併せて，送達が電子通知へ

換わり，人的管轄が物理的所在からバーチャルな所在に換わっていく事態においても，同じよ

うにデュープロセスの概念が変容していることを指摘した。 

 



（２）第 1 セッション「グローバル経済下における越境紛争解決」 

第 1 セッションでは，ハイデルベルク大学のクリストフ・ケルン教授が「グローバル経済下

における越境紛争解決ルールと越境紛争解決システム」と題したジェネラルリポートで，三ヶ

国以上の複数の国が関与した「越境的（multinational）」な紛争解決のルールについて，外国

仲裁判断の承認及び執行に関するニューヨーク条約などの国際条約を概観し，国際商事仲裁に

関する UNCITRAL モデル法に準拠した各国の立法も「越境的な」ルールの重要な例と紹介す

る。他方，越境的なシステムとしては，WTO など多数の国際機関による争訟事件処理や，JCAA

（日本商事仲裁協会）のような各国の仲裁機関による仲裁といった現在の状況を紹介後，各国

別のルールやシステム毎に対応しないで済む経済的利点，不十分な司法ルールやシステムを抱

えている国との関係ではより上質な紛争解決を得られる質的利点，各国の司法機関により透明

性を迫る契機となる廉潔性の利点を指摘した。 

これに対し，ニューヨーク大学のリンダ・シルバーマン教授が「越境手続の再考」と題した

コメントで，「越境ルール」として詳細な手続ルールを考案するのではなく，手続「原則」やミ

ニマムスタンダードを提供するべきである，と指摘し，国際ギリシャ大学のアタナシウス・カ

イシス教授は，「仲裁地国で取り消された仲裁判断の承認・執行」と題したコメントで，ニュー

ヨーク条約の全加盟国において「地域主義的アプローチ」と「国際主義的アプローチ」という

相容れない二つの立場があることを指摘した。 

（３）第 2 セッション「民事司法過程における裁判所の説明責任と透明性」 

第 2 セッションでは，ユーリン・フー教授（北京大学）とダニエル・ミティディエロ教授（リ

オグランデドスール連邦大学）とで，「民事司法過程における裁判所の説明責任と透明性」とい

うジェネラルリポートを行い，概ね「西側」諸国と「東側」諸国の対比から，裁判の公開や裁

判官の独立性，予算上の司法の独立性，法の公平性といった観点で，全世界の司法制度を概観・

紹介した。 

（４）第 3 セッション「外国倒産手続に対する国際的協調の態様」 

第 3 セッションでは，ゲオルグ・コデク教授（ウィーン経済大学）が「国際倒産手続におけ

る国境を超えた協力」，松下淳一教授（東京大学）が「外国倒産手続に対する国際的協調の態様」

というタイトルで，標記トピックについてのジェネラルリポートを行い，国際倒産法が，長き

にわたり国内法（としての国際倒産法）か二国間条約での問題であったところ，1980 年代から

倒産手続のユニバーサリズム（普遍主義）化が進んだ史的経緯を紹介し，全世界での

UNCITRAL国際倒産モデル法やEUにおけるヨーロッパ倒産規則，スカンジナビア倒産条約，

モンテビデオ条約などの国際的法的文書による規律の他，ベストプラクティスをガイドライン

化した「ソフト」ルールへの展開，各国の外国倒産手続援助や承認手続を紹介したうえで，外

国裁判の承認においては，通常の民事訴訟の判決の承認と，国際倒産法における外国判決の承

認とでは後者が広範な波及的な影響を及ぼす点で差異がある点をも指摘した。 

 



（５）第 4 セッション「外国債務名義の承認と執行における地域主義」 

第 4 セッションでは，ロナルド・ブランド教授（ピッツバーグ大学）が標記トピックについ

ての英米法圏の，タニャ・ドメイ教授（チューリッヒ大学）が大陸法圏のジェネラルリポート

を行った。全世界各国ごとの差異は当然として，大きな視点からは，承認事由としての「公序」

や外国債務名義の承認と執行のための「間接管轄」については法圏の差異にもかかわらず共通

性を見いだす余地があるが，外国の資産の捜索と差押えについては大陸法圏ではやや消極的な

面も見られるところ，債務者の資産の開示義務を強化する方向へ控えめながら一歩を踏み出す

作業も見られる点が指摘されている。 

（６）第 5 セッション「Open Call for Papers（公開募集報告）」 

第 5 セッションは，ここ最近の世界大会で導入され好評であった「Open Call for Papers（公

開募集報告）」である。各国の比較的若手の研究者に報告の機会を与えるもので，予め WEB サ

イトで募集した報告ペーパーから，コーディネーターであるアレシュ・ガリッチ教授（リュブ

リャナ大学）とバルト・クランス教授（ライデン大学，オランダ）が，本世界大会では上記の

プログラムに掲げた 9 名のスピーカーの報告を大会期間前に選出し，彼らが，短時間ではある

が報告と質疑を行った（内容は割愛する）。我が国からも 2 本の報告が採択された。 

（７）第 6 セッション「訴訟手続における電子的テクノロジーの活用」 

 第 6 セッションでは，標記トピックについてのジェネラルリポートとして，フランシスコ・

バービック教授（ラプラタ国立大学）が「新技術の訴訟手続における活用：電子的訴訟手続，

人工知能（AI）そして公的情報へのアクセス」，ムン・ヒュク・ホ教授（ソウル大学）が主に

東アジア諸国における「司法手続における電子技術の利用」と題する報告を行った。世界各国

における電子的訴訟手続における紙媒体の放棄傾向や，オンライン法廷，人工知能（AI）の裁

判所での利用，司法情報に対するインターネットアクセスといった IT 利用の実際が紹介され

ると共に，その課題と展望が語られた。 

（８）第 7 セッション「新種証拠をめぐる近時の状況と課題」 

第 7 セッションは，ジェネラルリポートとして，杉山悦子教授（一橋大学）が「新種証拠の

現状と課題」と題した標記トピックに関する報告で，全世界各国からのナショナルリポートを

基に，証拠法の分野全般について，新種証拠の取扱いをめぐる広範な比較法的検討を行った。

もう一人のジェネラルリポーター，ジュアン・ピコ-ジュノイ教授（ポンペオ・ファブラ大学）

は，「新種証拠に関する現状と課題」という報告で，当事者や証人等の陳述の真実性判断のため

に MRI（磁気共鳴映像法）などの新技術を利用する可能性や，「物のインターネット化（IoT）」

などにより個人の私的領域にとどまっていた事実が，電子的事実として外的世界に開かれてし

まう場合に従来の証拠法が対応できるかという問題，鑑定人の科学的知識を裁判官がどのよう

に統御できるかといった課題を示した。 

 

 



３．報告集 
 ジェネラルリポート（欧文版・邦訳版），Open Call for Papers についての報告内容をまとめた報

告集は，当財団事務所で保管しております。ご関心のある方・閲覧ご希望の方は，ご連絡下さい。 
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