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発効日：2013年11月1日

序文
本規則は、管理仲裁による仲裁手続の形式および便宜を
図ることを求める当事者による利用を目的として、香港
国際仲裁センター（以下、「HKIAC」という）の理事会
によって採択されたものである。

適用
本規則は、紛争発生の前後を問わず、いかなるときであ
れ、仲裁合意においてまたは書面による合意によって採
用することができる。本規則は、国内外を問わず、仲裁
手続において使用するため採用することができる。本規
則の適用範囲に関する条項は、1条に定められている。

有効性
本規則は、本規則の 1条の規定に従って採択され、2013
年11月1日をもって効力を生じるものとする。

推奨条項
1.	 将来的に発生する紛争を本規則に従い仲裁に付託

することを希望する契約当事者は、以下の標準的
な条項を採用することができる。

	 「本契約に起因もしくは本契約に関連して生じる
一切の紛争、論争、意見の相違または請求（本契
約の存在、有効性、解釈、履行、違反または終了
に起因もしくは関連するものを含む）、または、
本契約に起因もしくは本契約に関連して生じる契
約外の義務に関する紛争は、仲裁通知書が提出さ
れた時点で有効な香港国際仲裁センター管理仲裁
規則に基づき、香港国際仲裁センター（HKIAC）
が管理する仲裁に付託され、最終的に解決される
ものとする。

	 *	本仲裁条項の準拠法は……（香港法）とする。

	 仲裁地は、……（香港）とする。

	 **	仲裁人の人数は、（一人または三人）とする。
仲裁手続は、……（言語を記入する）で行われるも
のとする。	仲裁地は、（香港）とする。」
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*	 任意的条項。この条項は、特に実体的な契約準拠法と
仲裁地法が異なる場合に導入されるべきである。仲裁
条項の準拠法は、仲裁条項の形成、存在、範囲、有
効性、適法性、解釈、	終了、効果、執行可能性を決定
し、仲裁条項の当事者を特定しうる。もっとも、仲裁
条項の準拠法は、実体的な契約準拠法に代わるもので
はない。

**	任意的条項。

2.	 仲裁条項または仲裁に関する従前の合意が存在し
ていない、現在進行中の紛争の当事者は、かかる
紛争を香港国際仲裁センター管理仲裁規則に基づ
き仲裁に付託することを希望する場合、以下の条
項によって、本規則に基づき仲裁に付託すること
を合意することができる。

	 「下記に署名した者は、いかに起因もしくは関連
して生じる一切の紛争、論争、意見の相違または
請求（契約外の義務に関する一切の紛争を含む）
を、香港国際仲裁センター管理仲裁規則に基づ
き、香港国際仲裁センター（HKIAC）が管理する
仲裁に付託することに合意した。

	 （すでに発生したまたは今後発生する可能性があ
る、紛争、論争、意見の相違または請求が準拠す
るする契約の概要を記入）

	 *	本仲裁条項の準拠法は……（香港法）とする。

	 仲裁地は、……（香港）とする。

	 **	仲裁人の人数は、……（一人または三人）とす
る。仲裁手続は、……（言語を記入する）で行われ
るものとする。

	 署名：　　　　　（申立人）

	 署名：　　　　　（被申立人）

	 日付：　　年　　月　　日」	

*	 任意的条項。この条項は、特に実体的な契約準拠法と
仲裁地法が異なる場合に導入されるべきである。仲裁
条項の準拠法は、仲裁条項の形成、存在、範囲、有効
性、適法性、解釈、終了、効果、執行可能性を決定
し、仲裁条項の当事者を特定しうる。もっとも、仲裁
条項の準拠法は、実体的な契約準拠法に代わるもので
はない。

**	任意的条項。
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第I章　一般規程

第1条　適用範囲

1.1	 本規則は、仲裁合意（紛争が発生した前後に締結

されたか否かを問わず）において、（a）本規則

を適用すべきことが定められているか、または、

（b）下記の 1条2項および 1条3項に従うことを前

提として、「HKIAC によって管理される」仲裁も

しくはこれと同様の趣旨を有する文言が定められ

ている場合に、仲裁に適用されるものとする。

1.2	 本規則のいずれの規定も、紛争または仲裁合意の

当事者が、仲裁人選定機関としてHKIAC を指名

すること、または、本規則に定められた規定を仲

裁に適用することなくHKIAC による一定の管理

サービスを要請することを妨げるものではない。

疑義を回避するため付言すると、本規則は、仲裁

合意が他の規則（HKIAC によって随時採用される

他の規則を含む）に基づく仲裁を定めている場合

には、適用されないものとする。

1.3	 1条4項に従うことを前提として、本規則は、

2013年11月1日をもって効力を生じるものと

し、当事者による別段の合意がない限り、2013

年11月1日以降に仲裁通知書が提出されている、

1条1項に該当するすべての仲裁に適用されるも

のとする。

1.4	 当事者による別段の合意がない限り、本規則が効

力を生じる前に仲裁合意が成立している場合、23

条1項、28条、29条および附属規程4に定められ

た規定は適用されないものとする。
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第2条　通知および期間の算定

2.1	 本規則に従って与えられる通知またはその他の書

面による伝達は、下記のいずれかの事由に該当す

る場合に、一方の当事者、仲裁人または HKIAC

によって受領されたとみなされるものとする。

	 （a）	以下の住所に、直接手渡し、書留郵便または

宅配便で配達されたとき

	 	 （i）	 仲裁における書面で通知された、名宛人

またはその代理人の住所

	 	 （ii）	（i）に該当しない場合は、当事者間の契

約に明記された住所

	 	 （iii）	（i）または（ii）に該当しない場合は、

通知が配達された時点で、名宛人が世間

に公開している住所

	 	 （iv）	（i）、（ii）または（iii）に該当しない場

合は、名宛人の最後に判明している住所

	 （b）	以下の送付先に、送信記録（日付および時間

の記録を含む）が確認できるファクシミリ、

電子メールまたはその他の通信手段で送信さ

れたとき

	 	 （i）	 仲裁において通知された、名宛人または

その代理人のファックス番号もしくは電

子メールアドレス（もしくはこれに相当

するもの）

	 	 （ii）	（i）に該当しない場合は、当事者間の契

約に明記されたファックス番号もしくは

電子メールアドレス（もしくはこれに該

当するもの）
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	 	 （iii）	（i）または（ii）に該当しない場合は、

送信された時点で、名宛人が世間に公開

しているファックス番号もしくは電子メ

ールアドレス（もしくはこれに相当する

もの）

2.2	 かかる通知または書面による伝達は、上記（a）に

従って配達された時点または上記（b）に従って

送信された時点のうち最も早い日付で、受領され

たとみなされるものとする。本条項の解釈上、日

付は、通知を受領する場所の現地時間に基づき決

定されるものとする。かかる通知または書面によ

る伝達が、二人以上の当事者または二人以上の仲

裁人に対して配達または送信される場合は、上記

（a）または上記（b）に従って、最後の受領者宛て

に配達または送信された時点で、受領されたとみ

なされるものとする。

2.3	 本規則に基づき期間を算定する目的上、かかる期

間は、通知、通告、伝達もしくは提案が実際に受

領されたか、または受領されたとみなされた日の

翌日から起算されるものとする。かかる期間の最

終日が受領地における公休日または休業日にあた

る場合、かかる期間は、その直後の営業日まで延

長されるものとする。期間を起算するにあたり、

起算日後の公休日または休業日は、対象となる期

間に算入されるものとする。

2.4	 事案の事情により正当であると認められる場合、

HKIAC は、本規則に定められた期限またはHKIAC

が設定したいかなる期限を変更することができ

る。ただし、HKIAC は、仲裁廷による別段の指示

がない限り、仲裁廷が定めたいかなる期限も変更

することはできないものとする。
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第3条　本規則の解釈

3.1	 HKIAC は、本規則のすべての規定を解釈する権

限を有するものとする。仲裁廷は、本規則に基づ

く自らの権限と義務に関連する範囲に限り、本規

則を解釈するものとする。仲裁廷による解釈と

HKIAC による解釈との間に矛盾が生じる場合に

は、仲裁廷による解釈が優先して適用されるもの

とする。

3.2	 HKIAC は、本規則に基づき開始された仲裁に関

して下した決定について、その理由を説明する義

務を一切負わないものとする。本規則に基づき

HKIAC によってなされた決定はすべて、最終的な

ものであり、適用法で許容される限度において、

不服申立ての対象とならないものとする。

3.3	 本規則において「HKIAC」への言及は、HKIAC の

理事会または本規則で定めた職務を遂行するため

HKIAC によって具体的に指名された委員会、小委

員会もしくはその他の組織や人を指すか、あるい

は、状況に応じて、その時点における HKIAC の

事務局長またはHKIAC の事務局のスタッフを指

すものとする。

3.4	 本規則において「申立人」への言及は、一人以

上の申立人を含み、また、「被申立人」への言及

は、一人以上の被申立人を含むものとする。

3.5	 「追加当事者」への言及は、一人以上の追加当事

者を含み、また、「当事者」には、申立人、被申

立人または追加当事者を含むものとする。

3.6	 本規則において「仲裁廷」への言及は、一人以上

の仲裁人を含むものとする。ただし、仲裁廷への

言及は、附属規程4の 1項に定められた緊急仲裁

人を含まないものとする。
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3.7	 本規則において「証人」への言及は、一人以上の

証人を含み、また、「専門家」への言及は、一人

以上の専門家を含むものとする。

3.8	 本規則において「請求」または「反対請求」への

言及は、いずれかの当事者の他の当事者に対する

一個以上のいかなる請求を含むものとする。「抗

弁」への言及は、いずれかの当事者の、他の当事

者が主張する請求または反対請求に対する一個以

上の抗弁（相殺を目的とする抗弁を含む）を含む

ものとする。

3.9	 本規則において「仲裁判断」への言及は、とりわ

け、暫定仲裁判断、中間仲裁判断、部分仲裁判断

または最終仲裁判断が含まれるものとする。た

だし、附属規程4に定められた緊急仲裁人が下し

た、いかなる仲裁判断も除くものとする。

3.10	 本規則において「仲裁地」への言及は、1985年

6月21日付けで採択され、2006年7月7日付けで

改訂された、UNCITRAL国際商事仲裁モデル法の

20条1項に定められた仲裁地を意味するものとす

る。

3.11	 本規則は、仲裁通知書が提出された日付において

有効であり、かつHKIAC によって随時改訂され

る本規則に添付されたすべての附属規程を含むも

のとする。

3.12	 HKIAC は、本規則に準拠する仲裁の管理を円滑に

進めることを目的に、必要に応じて随時、本規則

を補完し、規制し、かつ履行するための実務便覧

を発行することができる。

3.13	 本規則の正文として効力を有する言語は英語とす

る。英語版と他の言語による翻訳版との間に齟齬

また矛盾がある場合は、英語版が優先するものと

する。
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第II章　仲裁の開始

第4条　仲裁通知書

4.1	 仲裁への付託を要請する当事者（以下、「申立人」

という）は、HKIAC の住所、ファックス番号また

は電子メールアドレスにて、仲裁通知書をHKIAC

に対し書面で提出するものとする。

4.2	 仲裁は、HKIAC が仲裁通知書の写しを受理した日

をもって開始したとみなされるものとする。疑義

を回避するため付言すると、かかる仲裁の開始日

は、2条1項および 2条2項に従って決定されるも

のとする。

4.3	 仲裁通知書には、以下の事項を記載するものとす

る。

	 （a）	紛争を仲裁に付託する旨の要求

	 （b）	仲裁にかかる当事者やその代理人の氏名なら

びに（その時点で判明している）住所、電話

番号やファックス番号および電子メールアド

レス

	 （c）	 行使される仲裁合意の写し

	 （d）	紛争の発生の原因となる、もしくは紛争の発

生に関連する契約、またはその他の法律証書

への言及

	 （e）	申立ての一般的な性質の記述および該当する

場合には金額の記載

	 （f）	 求める救済や是正措置の内容

	 （g）	仲裁人の人数に関する提案（すなわち、一人

または三人）。ただし、当事者が事前に合意

していない場合に限る。
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	 （h）	7条に基づく単独仲裁人の指名に関する申立

人の提案または 8条に基づく申立人による仲

裁人の指名、および

	 （i）	 特定の一以上の送達方法によって他のすべて

の当事者（以下、「被申立人」という）に対

して同時に、仲裁通知書およびそれに添付

された付属書類の写しがすでに送付されてい

る、または送付されようとしている旨の確認

4.4	 仲裁通知書を提出する場合は、附属規程1で要求

される登録手数料をHKIAC の口座宛てに小切手

または電信送金で支払うものとする。

4.5	 仲裁通知書は、当事者間で合意した仲裁言語で提

出されるものとする。当事者間に合意なき場合、

仲裁通知書は、英語または中国語のいずれか一方

で提出されるものとする。

4.6	 仲裁通知書には、16条に定められた請求陳述書を

添付することができる。

4.7	 仲裁通知書に不備がある場合、または登録手数料

が支払われなかった場合、HKIAC は、申立人に対

して、適切な期間内に、かかる不備を是正するよ

う要求することができる。該当する期限内に、申

立人がかかる命令に従った場合は、HKIAC が最初

の仲裁通知書を受理した日付をもって、4条2項

に基づき仲裁が開始されたとみなされるものとす

る。申立人がかかる命令に従わなかった場合は、

仲裁通知書の提出が有効に行われたとみなされ

ず、また、4条2項に基づき仲裁が開始されたも

のとは認められないものとする。ただし、それに

よって、後日、申立人がその後の仲裁通知書にお

いて同じ申立てを行う権利が損なわれることはな

いものとする。
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4.8	 申立人は、仲裁通知書およびこれに添付された付

属書類を被申立人が受領した日をHKIAC に通知

し、受領したことを確認した文書をHKIAC に提

出するものとする。

第5条　仲裁通知書に対する答弁書

5.1	 仲裁通知書を受領後30日以内に、被申立人は、仲

裁通知書に対する答弁書をHKIAC に提出するも

のとする。仲裁通知書に対する答弁書には、以下

の事項を記載するものとする。

	 （a）	被申立人およびその代理人の名称や氏名、住

所、電話番号やファックス番号および電子メ

ールアドレス（仲裁通知書に記載された内容

と異なる場合に限る）

	 （b）	本規則に基づき構成される仲裁廷の管轄権の

不存在を主張する申立て

	 （c）	 4条3項（e）に従い仲裁通知書に記載された

具体的な事項に関する被申立人の意見

	 （d）	4条3項（f）に従い仲裁通知書において求め

られた救済手段や是正措置に対する被申立人

の答弁

	 （e）	仲裁人の人数に関する提案（すなわち、一人

または三人）。ただし当事者が事前に合意し

ていない場合に限る。

	 （f）	 7条に基づく当事者による単独仲裁人の共同

指名または 8条に基づく被申立人による仲裁

人の指名、および
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	 （g）	特定の一以上の送達方法によって仲裁の他の

すべての当事者に対して同時に、仲裁通知書

に対する答弁書およびそれに添付された付属

書類の写しをすでに送付した、または送付し

ようとしている旨の確認

5.2	 仲裁通知書に対する答弁書は、当事者間で合意し

た仲裁言語で提出されるものとする。当事者間に

合意なき場合、仲裁通知書に対する答弁書は、英

語または中国語のいずれか一方で提出されるもの

とする。

5.3	 仲裁通知書に 16条で定められた請求陳述書が添

付されていた場合、仲裁通知書に対する答弁書に

は、17条に定めた抗弁陳述書を添付することがで

きる。

5.4	 反対請求または相殺の抗弁は、可能な限り、仲裁

通知書に対する被申立人による答弁書の提出時に

申し立てるものとする。答弁書には、かかる反対

請求または相殺の抗弁に関連して、以下の事項を

記載しなければならない。

	 （a）	抗弁の発生の原因となる、もしくは抗弁の発

生に関連する契約またはその他の法律証書へ

の言及

	 （b）	反対請求または相殺の抗弁の全般的な内容の

記述および該当する場合には抗弁にかかる金

額の記載

	 （c）	 求める救済手段や是正措置の内容
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5.5	 被申立人が仲裁通知書に対する答弁書を提出した

時点で、反対請求または相殺の抗弁が一切申し立

てられなかった場合、あるいは、反対請求または

相殺にかかる金額の記載が一切なかった場合、

HKIAC は、以下の問題について判断を下すにあた

り、4条3項（e）に従い申立人によって提出され

た情報に依拠するものとする。

	 （a）	 33条1項（f）および附属規程1に規定された

HKIAC の管理手数料

	 （b）	仲裁廷の報酬（10条1項（b）および附属規程

3が適用される場合）

	 （c）	 41条（「簡易手続」）の規定が適用できるか否

か

5.6	 登録手数料が支払われ、かつ仲裁廷が確認された

時点で、HKIAC は、一件書類を仲裁廷に送付する

ものとする。
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第III章　仲裁廷

第6条　仲裁人の人数

6.1	 当事者が仲裁人の人数について合意に至らなかっ

た場合、HKIAC は、事案の事情を十分に考慮し

たうえで、当該事案を単独仲裁人または三人の仲

裁人のいずれに付託すべきかを判断するものとす

る。

6.2	 事案を 41条に基づく簡易手続によって取り扱う

べきであると判断した場合は、41条2項（a）およ

び（b）が適用されるものとする。

第7条　単独仲裁人の選任

7.1	 当事者による別段の合意がある場合を除き、9

条、10条および 11条1項から 11条4項に従い、

以下のとおり単独仲裁人を選任するものとする。

	 （a）	当事者が紛争を単独仲裁人に付託することに

合意している場合、当事者は、被申立人が仲

裁通知書を受領してから 30日以内に、単独

仲裁人を共同で指名するものとする。

	 （b）	当事者が仲裁人の人数について合意しておら

ず、HKIAC が紛争を単独仲裁人に付託すべき

であると判断した場合、当事者は、HKIAC に

よる判断を当事者が受領した日のうち最も遅

い日から 30日以内に、単独仲裁人を共同で

指名するものとする。

7.2	 当事者が、指定された期限内に、単独仲裁人を指

名しなかった場合は、HKIAC が単独仲裁人を選任

するものとする。
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第8条　三人の仲裁人の選任

8.1	 二当事者間の紛争を三人の仲裁人に付託する場

合、当事者による別段の合意がない限り、仲裁廷

は、以下のように構成されるものとする。

	 （a）	当事者が紛争を三人の仲裁人に付託すること

に合意している場合、各当事者は、仲裁通知

書および仲裁通知書に対する答弁書において

それぞれ一人の仲裁人を指名するものとす

る。いずれかの当事者が仲裁人を指名しなか

った場合は、HKIAC がかかる仲裁人を選任す

るものとする。

	 （b）	当事者が仲裁人の人数について合意しておら

ず、HKIAC が紛争を三人の仲裁人に付託すべ

きであると判断した場合、申立人は、HKIAC

の決定を受理してから 15日以内に、一人の

仲裁人を指名するものとし、被申立人は、申

立人による指名の通知を受けてから 15日以

内に、一人の仲裁人を指名するものとする。

いずれかの当事者が仲裁人を指名しなかった

場合は、HKIAC がかかる仲裁人を選任するも

のとする。

	 （c）	 上記のように選任された二人の仲裁人は、首

席仲裁人を務める第三仲裁人を指名するもの

とする。二人目の仲裁人の確認より 30日以

内に、かかる第三仲裁人が指名されなかった

場合は、HKIAC が首席仲裁人を選任するもの

とする。

8.2	 仲裁に二名を超える当事者が存在する場合におい

て、かかる仲裁を三人の仲裁人に付託するとき

は、当事者による別段の合意がない限り、仲裁廷

は、以下のように構成されるものとする。
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	 （a）	状況に応じて、8条1項（a）または（b）に従

い、一人の申立人または複数の申立人は、一

人の仲裁人を指名し、かつ一人の被申立人ま

たは複数の被申立人は、一人の仲裁人を指名

するものとする。

	 （b）	8条2項（a）に従い当事者が仲裁人を指名す

る場合、首席仲裁人の指名に関しては、8条

1項（c）に定める手順が適用されるものとす

る。

	 （c）	 8条2項（a）に基づく仲裁人の指名がなされ

なかった場合、または、仲裁人の指名を目的

として、当事者が二つの別個の立場（申立人

および被申立人としての立場）を代理するこ

とについて当事者全員の書面による合意を得

られなかった場合、HKIAC は、いずれの当事

者の指名も考慮することなく、仲裁廷の構成

員全員を選任することができる。

8.3	 8条1項または 8条2項による仲裁廷の選任は、9

条、10条および 11条1項から 11条4項に従うも

のとする。

第9条　仲裁廷の確認

9.1	 当事者によるか、または仲裁人によるかを問わ

ず、仲裁人の指名にあたっては常に、HKIAC の確

認を得なければならない。HKIAC による確認がな

された時点で、かかる仲裁人の選任は、効力を生

じるものとする。

9.2	 仲裁人の指名は、10条に従い、以下の条件に基づ

き確認されるものとする。

	 （a）	附属規程2、または

	 （b）	附属規程3
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	 ただし、選任された仲裁人は、当事者全員の合意

により変更されうる、または、HKIAC が適切と判

断するところに従い変更されうる。

第10条　仲裁廷の報酬および費用

10.1	 仲裁廷の報酬および費用は、下記のいずれかの方

法により決定されるものとする。

	 （a）	附属規程2による 1時間あたりの単価（附属

規程2に記載された条件を含む）

	 （b）	附属規程3に記載された係争額に基づく料金

一覧表（附属規程3に記載された条件を含む）

	 被申立人が仲裁通知書を受領した日から 30日以

内に、当事者は、仲裁廷の報酬および費用の決定

方法について合意するものとし、採用する方法を

HKIAC に通知するものとする。当事者が採用する

方法について合意に至らなかった場合、仲裁廷の

報酬および費用は、附属規程2の条件に従って決

定されるものとする。

10.2	 附属規程2に従って仲裁廷の報酬および費用を決

定する場合は、以下のとおりとする。

	 （a）	各共同仲裁人に適用される料金は、かかる共

同仲裁人および当該仲裁人を指名した当事者

との間で合意された金額とする。

	 （b）	単独仲裁人または首席仲裁人に適用される料

金は、当該仲裁人と当事者との間で合意され

た金額とする。

	 ただし、附属規程2の 9.3項および 9.5項に従う

ことを前提とする。当事者が仲裁人の報酬につい

て合意できなかった場合は、HKIAC が報酬を決定

することができる。
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10.3	 附属規程3 に従って仲裁廷の報酬を決定する場

合、かかる報酬は、附属規程3および下記の規則

に従ってHKIAC により確定されるものとする。

	 （a）	仲裁廷の報酬は、係争金額、紛争の複雑性、

仲裁廷および 13条4項に基づき指名された書

記官が費やした時間ならびにその他の事案の

事情（和解またはその他の理由による仲裁の

中止などが含まれるが、これらに限定されな

い）などを考慮したうえで、合理的な金額に

なるものとする。

	 （b）	いずれかの事案が三人の仲裁人に付託された

場合、HKIAC は、その自由裁量により、報酬

の合計を最高額まで増額する権利を有するも

のとする。ただし、かかる最高額は、単独仲

裁人の報酬の 3倍を超えてはならないものと

する。

	 （c）	 HKIAC の見解により、例外的な事情があると

判断された場合、仲裁廷の報酬は、附属規程

3により算定された金額を超えることができ

る。かかる事情には、仲裁人が指名された時

点で仲裁廷が合理的に想定していなかった方

法で、当事者が仲裁を遂行することなどが含

まれる。

第11条　仲裁廷の資格および忌避

11.1	 本規則に基づき確認された仲裁廷は、常に、不偏

かつ独立の立場にあるものとする。

11.2	 11条3項に従うことを前提として、本規則に基づ

く仲裁当事者間の国籍が異なる場合、原則とし

て、単独仲裁人または首席仲裁人は、いずれの当

事者とも同じ国籍であってはならない。すべての

当事者の書面による別段の明示的な合意がある場

合はこの限りではない。
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11.3	 11条2項の原則にもかかわらず、適切な状況下に

あり、HKIAC が設定した期限内にいずれの当事者

も異議を述べなかった場合は、単独仲裁人または

首席仲裁人は、いずれかの当事者と同じ国籍であ

ってもよいものとする。

11.4	 確認に先立ち、仲裁人候補者は、（a）紛争を判断

することの受諾可能性および自己の不偏性や独立

性を確認する陳述書に署名し、（b）自己の不偏

性や独立性に合理的な疑いを生じさせうる、いか

なる事情も開示するものとする。いったん確認さ

れ、仲裁手続の途中であっても、仲裁人は、当該

事情が生じた場合には、当事者に遅滞なく通知す

るものとする。ただし、当事者が仲裁人からこれ

らの状況について事前に通知を受けている場合は

この限りではない。

11.5	 当事者またはその代理人のいずれも、仲裁人はま

たは当事者が仲裁人に指名する候補者との間で、

仲裁に関して一方的な連絡をとってはならないも

のとする。ただし、仲裁についての一般的性質を

候補者に知らせるため、候補者の資格、受諾可能

性、不偏性または独立性について協議を行うた

め、あるいは、当事者または当事者が指名した仲

裁人が三人目の仲裁人を選任する場合において三

人目の仲裁人候補者の適性について協議を行うた

めに、連絡をとる場合はこの限りではない。当事

者またはその代理人のいずれも、首席仲裁人候補

者との間で、仲裁に関して一方的な連絡をとって

はならないものとする。
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11.6	 仲裁人の不偏性や独立性に合理的な疑いを生じさ

せる事情が存在する場合、当事者が合意した資格

を仲裁人が有していない場合、あるいは、仲裁人

が法律上もしくは事実上その職務を遂行できな

い、またはその他の理由により仲裁人が不当に遅

延することなく仲裁人として行動しなかった場合

は、仲裁人を忌避することができる。当事者は、

自ら指名した仲裁人またはその指名に自ら参加し

た仲裁人に関しては、選任がなされた後に知り得

た理由のみによって、仲裁人の忌避を申し立てる

ことができる。

11.7	 仲裁人の忌避を申し立てる当事者は、忌避の対象

となる仲裁人の確認を当該当事者が受領してから

15日以内、または、11条6項に定められた事情を

当該当事者が知得したときから、もしくは合理的

に知り得たときから 15日以内に、忌避の通知を

送付しなければならない。

11.8	 忌避の申立ては、HKIAC、他のすべての当事者、

忌避の対象となる仲裁人および仲裁廷のその他の

構成員に通知されるものとする。かかる通知は書

面でなされるものとし、忌避の理由を記載しなけ

ればならない。

11.9	 忌避を申し立てられている仲裁人が自ら辞任する

場合、または忌避を申し立てていない当事者が忌

避の通知を受領後15日以内に忌避に同意した場

合を除き、忌避の適否はHKIAC が決定するもの

とする。忌避の適否を決定するまでの間、仲裁廷

（忌避の対象となる仲裁人を含む）は、仲裁を継

続することができる。
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11.10	仲裁人が自ら辞任する場合、または 11条9項に基

づき当事者が忌避に同意した場合であっても、11

条6項に規定された理由の正当性を黙認するもの

ではない。

第12条　仲裁人の交替

12.1	 12条2項、27条11項および 28条6項に従うこと

を前提として、仲裁人が死亡する、仲裁人の忌避

が認められる、またはその他の理由により仲裁人

が解任される、もしくは辞任する場合は、これに

代わる仲裁人の選任に適用される規則に従い、代

替の仲裁人を選任するものとする。本規則は、交

替する仲裁人の選任手続の途中で、いずれかの当

事者が仲裁人を指名する権利を行使しなかった場

合、または選任に参加する権利を行使しなかった

場合にも適用されるものとする。

12.2	 当事者からの要請に応じて、事案の例外的な事情

を考慮して、代替の仲裁人を指名する権利を当事

者から剥奪することが正当であると認められる場

合、HKIAC は、当事者および残りの仲裁人に意見

を述べる機会を与えた後、以下のいずれかの措置

を講じることができる。

	 （a）	代替の仲裁人を選任すること

	 （b）	30条1項に基づき手続が終結したことを宣言

した後、残りの仲裁人に対して、仲裁を進行

し、何らかの決定または仲裁判断を下すこと

を認めること

12.3	 仲裁人が交替した場合、仲裁は、仲裁廷が別段の

決定を行わない限り、かかる仲裁人が交替した、

またはその職務の遂行を中止した段階から再開さ

れるものとする。
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第IV章　仲裁の遂行

第13条　一般規定

13.1	 本規則に従うことを前提として、仲裁廷は、争点

の複雑さや紛争金額を考慮したうえで、不必要な

遅延または費用を回避することを目的に、仲裁を

遂行するために適切な手続を採用するものとす

る。ただし、いかなる場合も、かかる手続では、

当事者を平等に取り扱うものとし、また、当事者

に対してそれぞれ事案について意見を述べる合理

的な機会を与えるものとする。

13.2	 仲裁の早い段階で、仲裁廷は、当事者と協議のう

え、仲裁に関する暫定的な予定表を作成するもの

とする。かかる予定表は、当事者および HKIAC

に提出されるものとする。

13.3	 11条5項に従うことを前提として、一方の当事者

から仲裁廷に提供されるあらゆる文書または情報

は、これと同時に、当該当事者によって他のすべ

ての当事者およびHKIAC にも伝達されるものと

する。

13.4	 仲裁廷は、当事者と協議した後、書記官を選任す

るものとする。書記官は、常に、不偏かつ独立の

立場にあるものとし、選任に先立ち、自己の不偏

性や独立性に合理的な疑いを生じさせうる、いか

なる事情も開示するものとする。いったん選任さ

れ、仲裁手続の途中であっても、書記官は、当該

事情が生じた場合には、当事者に遅滞なく通知す

るものとする。ただし、当事者が書記官からこれ

らの事情について事前に通知を受けている場合は

この限りではない。

13.5	 仲裁廷および当事者は、公正かつ効率的な方法で

仲裁が遂行されるために必要なあらゆる措置を講

じるものとする。
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13.6	 13条5項に従うことを前提として、当事者は、自

ら選択した者を代理人にたてることができる。当

事者を代理する者の氏名、住所、電話番号やファ

ックス番号および電子メールアドレスは、他のす

べての当事者およびHKIAC に対して書面で伝達

されるものとする。仲裁廷または HKIAC は、当

事者の代理人の委任状を求めることができる。

13.7	 本規則に明示的に定められていない事項につい

て、HKIAC、仲裁廷および当事者は、本規則の精

神に則り行動するものとする。

13.8	 仲裁廷は、仲裁判断を有効なものとすべくあらゆ

る合理的な努力を尽くすものとする。

第14条　仲裁地および法廷地

14.1	 当事者は、仲裁地について合意することができ

る。仲裁地について当事者の合意なき場合、事案

の事情を考慮したうえで他の場所がより適切であ

ると仲裁廷が判断しない限り、仲裁地は香港とす

る。

14.2	 当事者間に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷

は、仲裁廷の構成員、審問を受ける証人、専門家

または当事者間の協議、あるいは物品、その他の

財または書証の検証のために適切であると判断し

た仲裁地以外の場所で会合を開催することができ

る。その場合においても、かかる仲裁は、いかな

る解釈においても、仲裁地で行われた仲裁とみな

されるものとする。
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第15条　言語

15.1	 当事者間に別段の合意がある場合を除き、仲裁廷

は、選任を受けた後直ちに、仲裁で使用する一以

上の言語を決定するものとする。本条項に基づく

決定は、請求陳述書、抗弁陳述書、追加の陳述

書、仲裁判断、また、口頭審問が行われる場合

は、かかる審問で使用される一以上の言語にも適

用されるものとする。

15.2	 仲裁廷は、仲裁手続の過程で提出された請求陳述

書もしくは抗弁陳述書の添付書類および補足文書

または付属書類のうち、仲裁で使用する言語以外

の言語で記載されたものについて、当事者間で合

意された、または仲裁廷によって指定された一以

上の仲裁言語での翻訳版を添付するよう命じるこ

とができる。

第16条　請求陳述書

16.1	 仲裁通知書に請求陳述書が添付されている場合

（または、申立人が仲裁通知書を請求陳述書とし

て取り扱うことを選択した場合）を除き、申立人

は、仲裁廷の定めた期間内に、請求陳述書を他の

すべての当事者および仲裁廷の各構成員に対して

書面で提出するものとする。

16.2	 請求陳述書には、以下の事項を記載するものとす

る。

	 （a）	当事者の氏名や名称、住所、電話番号やファ

ックス番号および電子メールアドレス

	 （b）	請求を裏付ける事実の陳述

	 （c）	 争点

	 （d）	請求を裏付ける法的根拠

	 （e）	求める救済手段や是正措置の内容
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16.3	 申立人は、自らが論拠とする書証をすべて、請求

陳述書に添付するものとする。

16.4	 仲裁廷は、自らが適切であると判断するところに

より、16条に定める必要事項を変更することがで

きる。

第17条　抗弁陳述書

17.1	 仲裁通知書に対する答弁書に抗弁陳述書が添付さ

れている場合（または、申立人が仲裁通知書に対

する答弁書を抗弁陳述書として取り扱うことを選

択した場合）を除き、被申立人は、仲裁廷の定め

た期間内に、抗弁陳述書を他のすべての当事者お

よび仲裁廷の各構成員に対して書面で提出するも

のとする。

17.2	 抗弁陳述書では、請求陳述書に記載された事項

（16条2項（b）、（c）、および（d）に定義）に回

答しなければならない。被申立人が仲裁廷の管轄

権または適正な構成について異議を申し立てた場

合、抗弁陳述書には、かかる異議の事実上および

法律上の根拠を記載するものとする。

17.3	 反対請求または相殺の抗弁を主張する場合、抗弁

陳述書には、以下の事項を記載するものとする。

	 （a）	反対請求または相殺の抗弁を裏付ける事実の

陳述

	 （b）	争点

	 （c）	 反対請求または相殺の抗弁を裏付ける法的根

拠

	 （d）	求める救済手段や是正措置の内容

17.4	 被申立人は、自らが論拠とする書証をすべて、抗

弁陳述書に添付するものとする。
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17.5	 仲裁廷は、自らが適切であると判断するところに

より、17条に定めた必要事項を変更することがで

きる。

第18条　請求または抗弁の修正

18.1	 仲裁手続の過程において、一方の当事者は、自ら

の請求もしくは抗弁を修正または補足することが

できる。ただし、仲裁廷が、事案の事情に鑑み、

かかる修正を認めることが不適切であると判断し

た場合はこの限りではない。しかしながら、修正

された請求または抗弁が仲裁廷の管轄権の範囲を

超える形で、請求または抗弁を修正してはならな

い。

18.2	 当事者が自らの請求または抗弁を修正した場合、

HKIAC は、随時、管理手数料および仲裁廷の報酬

を調整することができる。

第19条　仲裁廷の管轄権

19.1	 仲裁廷は、仲裁合意の存在、有効性または範囲に

関する異議を含め、本規則に基づく仲裁廷の管轄

権について判断を下すことができる。

19.2	 仲裁廷は、仲裁条項がその一部を構成する契約の

存在または有効性について判断を下す権限を有す

るものとする。19条の解釈上、契約の一部を構成

し、かつ本規則に基づく仲裁について定めた仲裁

条項は、当該契約の残りの条項から独立した合意

とみなされるものとする。当該契約は無効かつ効

力がないとする仲裁廷の判断は、必ずしもかかる

仲裁条項を無効とするものではない。
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19.3	 仲裁廷には管轄権がないと主張する抗弁は、可能

であれば、仲裁通知書に対する答弁書と同時に提

出し、遅くとも、17条に定めた抗弁陳述書の提出

までには行わなければならず、また、反対請求に

関しては、反対請求に対する答弁書の提出までに

行わなければならない。いずれの当事者も、当事

者が仲裁人を指名した、または仲裁人の指名に参

加したという事実によって、かかる主張を行うこ

とを妨げられることはない。仲裁廷がその権限の

範囲を超えていると主張する抗弁は、仲裁手続中

に権限の範囲を超えていると指摘された事象が発

生した後、遅滞なく申し立てられなければならな

い。いずれの場合においても、仲裁廷は、申立て

の遅滞がやむを得ないと認められるときは、時期

に遅れた抗弁を容認することができる。

19.4	 仲裁合意の存在、有効性もしく範囲に関して、ま

たは、仲裁廷を構成する前にHKIAC の仲裁管理

権限に関して疑義が生じた場合、HKIAC は、仲裁

手続を進行するか否か、また、どの程度まで仲裁

手続を進行させるかについて判断を下すことがで

きる。HKIAC が、本規則に基づき仲裁合意の一応

の存在を認めた場合およびその限度において、仲

裁手続は進行されるものとする。19条1項に従い

仲裁廷が構成された後に、仲裁廷の管轄権に関し

て疑義が生じた場合は、仲裁廷が判断を下すもの

とする。

19.5	 19条4項に基づく HKIAC の決定は、当事者のい

かなる主張や抗弁の採用の可否またはその実体的

内容の当否に影響を与えるものではない。
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第20条　追加の陳述書

仲裁廷は、請求陳述書および抗弁陳述書に加えて、当事

者に対してどのような追加陳述書の提出を求めるべき

か、または当事者がどのような追加陳述書を提出する可

能性があるかを判断し、かかる陳述書を提出する期間を

設定するものとする。

第21条　期間

陳述書（請求陳述書や抗弁陳述書を含む）の提出のため

に仲裁廷が定める期間は、45日を超えないものとする。

ただし、仲裁廷は、該当する期間がすでに経過している

場合であっても、延長が正当であると判断したときは、

かかる期間を延長することができる。

第22条　証拠および審問

22.1	 各当事者は、自己の請求または抗弁を裏付ける根

拠となる事実を立証する責任を負うものとする。

22.2	 仲裁廷は、証拠の許容性、関連性、重要性および

影響力（厳格な証拠規則を採用するか否かを含む）

について判断を下すものとする。

22.3	 仲裁手続中いかなるときであれ、仲裁廷は、事案

に関連しており、事案の結果に重大であると仲裁

廷が判断した文書、証拠物またはその他の証拠を

提出することを当事者に許可する、または要求す

ることができる。仲裁廷は、提出された文書、証

拠物またはその他の証拠を認める、またはそれら

を排除する権限を有するものとする。
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22.4	 仲裁廷は、証拠の提示もしくは口頭弁論のために

口頭審問を開催するか否か、または、提出された

文書やその他の資料に基づき仲裁を行うべきか否

かについて判断を下すものとする。一方の当事者

から要請があった場合、または、仲裁廷が適切で

あると判断した場合、仲裁廷は、仲裁手続の適切

な段階で、かかる審問を開催するものとする。口

頭審問を開催する場合、仲裁廷は、審問の日時や

場所について、当事者に適切な事前の通知を行う

ものとする。

22.5	 いかなる者であれ、証人または専門家となること

ができる。証人または専門家を審問する場合、各

当事者は、当事者間で合意された期日、または仲

裁廷によって指定された期日までに、呼び出すこ

とを予定している証人または専門家の氏名や住所

ならびに証人が予定している証言の内容および使

用する言語を仲裁廷および他方当事者に通知する

ものとする。

22.6	 仲裁廷は、事案の事情を勘案して必要であると判

断した場合は、審問でなされた口頭陳述の翻訳ま

たは審問についての記録を作成するよう命じるこ

とができる。

22.7	 当事者間に別段の合意がない限り、審問は非公開

で行われるものとする。仲裁廷は、証人または専

門家に対して、審問中であっても、いかなるとき

であれ、審問室から退室するよう要求することが

できる。仲裁廷は、証人や専門家を尋問する方法

を自由に決定することができる。
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第23条　暫定的保護措置および緊急的救済

23.1	 当事者は、附属規程4に定めた手続（以下、「緊

急仲裁人手続」という）に従い、仲裁廷が構成さ

れる前であっても、緊急の暫定的または保全救済

（以下、「緊急的救済」という）を求めることがで

きる。

23.2	 一方の当事者からの要請に応じて、仲裁廷は、自

らが必要または適切と判断する暫定的措置を命じ

ることができる。

23.3	 暫定的措置は、命令もしくは仲裁判断の形式によ

るか、その他の形式によるかを問わず、紛争の最

終的な判断が下される前のいずれかの時点で、仲

裁廷が命じる一時的な措置である。例えば、以下

の当事者の行為を内容とするが、これらに限定さ

れないものとする。

	 （a）	紛争について判断が下されるまで、現状を維

持または保持する。

	 （b）	実際に発生しているか、差し迫っているかを

問わず、仲裁手続への悪影響や妨害を回避す

る措置を講じる、または仲裁手続への悪影響

や妨害となる可能性がある行為を行うことを

控える。

	 （c）	 仲裁判断の執行を担保するために必要な財産

の保全措置を講じる。または

	 （d）	紛争の解決に関連しかつ重要である証拠を保

全する。

23.4	 23条2項に基づく一方当事者からの暫定的措置の

要請を判断する際、仲裁廷は、事案の事情を考慮

するものとする。考慮すべき要因には、以下のも

のが含まれるが、これらに限定されないものとす

る。



33

	 （a）	暫定的措置を命じなかった場合に損害賠償の

判断では十分に補償されない損害が生じる可

能性があり、かかる損害が、暫定的措置を認

めた場合に暫定的措置の対象となる当事者が

被る可能性がある損害を大幅に上回ること。

および

	 （b）	暫定的措置を求める当事者が損害賠償請求の

事案で勝訴する合理的な可能性があること。

勝訴の可能性についての判断は、それ以降の

決定に際しての仲裁廷の裁量権に影響を与え

ないものとする。

23.5	 仲裁廷は、いずれかの当事者から申請があり次

第、または、例外的な状況下にあるときは、当事

者に書面による事前の通知が与えられ次第、仲裁

廷が認めた暫定的措置を修正、中止または解除す

ることができる。

23.6	 仲裁廷は、暫定的措置を求める当事者に対して、

かかる措置に関して適切な担保を提供するよう要

求することができる。

23.7	 暫定的措置を求めた、または暫定的措置を認めた

根拠となる事情に重大な変更が生じた場合、仲裁

廷は、当事者に対してかかる変更を速やかに通知

することを要求することができる。

23.8	 暫定的措置を講じた後、当時の事情下において、

かかる措置を認めるべきではなかったと仲裁廷が

判断した場合は、暫定的措置を求めた当事者は、

いずれか一方の当事者がかかる措置によって被っ

た費用や損害について責任を負うことがある。仲

裁廷は、仲裁手続中のいずれかの段階で、かかる

費用や損害について判断を下すことができる。
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23.9	 いずれか一方の当事者が、管轄権を有する司法当

局に対して提出した暫定的措置を求める申立て

は、仲裁合意と矛盾するものとはみなされず、ま

た、仲裁合意を放棄したとも認められないものと

する。

第24条　費用の担保

仲裁廷は、当事者に対して、仲裁費用について担保を提

供することを命じることができる。

第25条　仲裁廷が選任した専門家

25.1	 証拠の評価を支援するため、仲裁廷は、当事者と

協議のうえ、一人以上の専門家を選任することが

できる。仲裁廷は、仲裁廷が選任した専門家と非

公開の会合を開くことができる。かかる専門家

は、仲裁廷によって決定された具体的な争点につ

いて仲裁廷に書面で報告を行うものとする。仲裁

廷は、専門家のために付託事項書を作成し、その

付託事項書の写しを当事者およびHKIAC に提出

するものとする。

25.2	 当事者は、専門家に対しいかなる関連する情報も

提供し、その検証のため専門家が要求するいかな

る関連文書または物品を閲覧できるようにするも

のとする。専門家が要求する情報または提出物の

妥当性について当事者と専門家の間で紛争が生じ

た場合は、仲裁廷に付託して解決を図るものとす

る。

25.3	 専門家の報告を受領し次第、仲裁廷は、報告書の

写しを当事者に送付し、当事者には、報告書に関

する自らの意見を書面で表明する機会が与えられ

るものとする。当事者は、専門家がその報告書に

おいて論拠としているあらゆる文書を検討するこ

とができる。
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25.4	 報告書を提出した後、いずれか一方の当事者から

要請があった場合、専門家は、審問に出席するも

のとし、当事者は、かかる審問に出席して専門家

に質問をする機会を与えられるものとする。この

審問において、各当事者は、争点となっている点

について証言させるため専門家を呼ぶことができ

る。かかる手続に関しては、22条2項から 22条7

項が適用されるものとする。

25.5	 仲裁廷が選任する専門家に関しては、11条の規定

を準用するものとする。

第26条　懈怠

26.1	 仲裁廷によって指定された期間内に、申立人が、

十分な理由を示すことなく、請求陳述書を提出し

なかった場合、仲裁廷は、仲裁手続の終了を命じ

るものとする。ただし、被申立人が、反対請求を

申し立てており、仲裁を継続することを希望して

いる場合はこの限りではない。かかる場合、仲裁

廷は、かかる反対請求に関して仲裁手続を進める

ことができる。

26.2	 仲裁廷が定めた期間内に、被申立人が、十分な理

由を示すことなく、抗弁陳述書を提出しなかった

場合でも、仲裁廷は、仲裁手続を進めることがで

きる。

26.3	 一方の当事者が、本規則に基づき正式に通知を受

けたにもかかわらず、本規則に従って（仲裁廷の

指示に従うことを含む）十分な理由を示すことな

く事案についての意見を表明しなかった場合、仲

裁廷は、仲裁手続を進め、提出された証拠に基づ

き仲裁判断を下すことができる。



36

第27条　追加当事者の参加

27.1	 仲裁廷は、追加当事者を仲裁手続に参加させる権

限を有するものとする。ただし、いかなる場合

も、追加当事者は、仲裁（28条または 29条に基

づく仲裁を含む）の根拠となった本規則に基づく

仲裁合意によって拘束される一応の立証がある場

合に限る。

27.2	 27条1項による仲裁廷の判断は、かかる判断に起

因して生じる仲裁廷の管轄権に関する疑義につい

て、その後に判断を下す仲裁廷の権限を妨げるも

のではない。

27.3	 仲裁に追加当事者を参加させることを希望する当

事者は、HKIAC に対して参加申立書を提出するも

のとする。HKIAC は、参加申立書を提出するため

の期限を設定することができる。

27.4	 参加申立書には、以下の事項を記載するものとす

る。

	 （a）	現在進行中の事件番号

	 （b）	各当事者（追加当事者を含む）の氏名や名

称、住所、電話番号やファックス番号および

電子メールアドレス

	 （c）	 仲裁に追加当事者を参加させる旨の申立て

	 （d）	申立ての原因となる、もしくは申立ての原因

に関連する契約またはその他の法律証書への

言及

	 （e）	申立てを裏付ける事実の陳述

	 （f）	 争点

	 （g）	申立てを裏付ける法的根拠

	 （h）	求める救済手段や是正措置の内容
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	 （i）	 特定の一以上の送達方法によって他のすべて

の当事者および仲裁廷に対して同時に、参加

申立書およびそれに添付された付属書類の写

しをすでに送付した、または送付しようとし

ている旨の確認

	 参加申立書には、契約および仲裁合意（かかる合

意が契約に含まれていない場合）の写しを添付す

るものとする。

27.5	 参加申立書を受領後15日以内に、追加当事者は、

参加申立書に対する答弁書をHKIAC に提出する

ものとする。参加申立書に対する答弁書には、以

下の事項を記載するものとする。

	 （a）	追加当事者およびその代理人の氏名や名称、

住所、電話番号やファックス番号および電子

メールアドレス（ただし、参加申立書に記載

された内容と異なる場合に限る）

	 （b）	仲裁廷が不適切に構成されていること、また

は追加当事者に対する仲裁廷の管轄権が存在

しないことを主張する申立て

	 （c）	 27条4項（a）から（g）に従い参加申立書に

記載された事項に対する追加当事者の意見

	 （d）	27条4項（h）に従い参加申立書で求められた

救済手段や是正措置に対する追加当事者の答

弁

	 （e）	仲裁の他方当事者に対する追加当事者の申立

ての詳細

	 （f）	 特定の一以上の送達方法によって他のすべて

の当事者および仲裁廷に対して同時に、参加

申立書に対する答弁書およびそれに添付され

た付属書類の写しをすでに送付した、または

送付しようとしている旨の確認
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27.6	 追加当事者として仲裁に参加することを希望する

第三者は、HKIAC に対して参加申立書を提出する

ものとする。かかる参加申立書に関しては、27条

4項の規定が適用されるものとする。

27.7	 27条3項または 27条6項に従い参加申立書を受領

後15日以内に、当事者は、HKIAC に対して、参

加申立書に対する意見を提出するものとする。か

かる意見には、以下の事項を含むが、これらに限

定されないものとする。

	 （a）	追加当事者に対する仲裁廷の管轄権の不存在

を主張する申立て

	 （b）	27条4項（a）から（g）に従い参加申立書に

明記された事項に関する意見

	 （c）	 27条4項（h）に従い参加申立書で求められた

救済手段や是正措置に対する回答

	 （d）	追加当事者に対する申立ての詳細

	 （e）	特定の一以上の送達方法によって他のすべて

の当事者および仲裁廷に対して同時に、意見

の写しをすでに送付した、または送付しよう

としている旨の確認

27.8	 仲裁廷が確認された日よりも前に、HKIAC が参加

申立書を受理した場合、HKIAC は、追加当事者が

仲裁（28条または 29条に基づく仲裁を含む）の

根拠となる本規則に基づく仲裁合意によって拘束

される一応の立証があるか否かを決定することが

できる。追加当事者が拘束されると判断した場

合、HKIAC は、追加当事者が仲裁に参加するこ

とを許可することができる。本27条8項に基づく

HKIAC の判断に起因して生じる仲裁廷の管轄権に

関する疑義が生じた場合は、19条1項に従って仲

裁廷が確認された後、仲裁廷が決定を下すものと

する。
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27.9	 27条8項による HKIAC の決定は、いずれかの当

事者のいかなる主張や抗弁の採用の可否またはそ

の実体的内容の当否に影響を与えるものではな

い。

27.10	追加当事者が仲裁に参加する場合、HKIAC が参加

申立書を受理した日をもって、追加当事者に関す

る仲裁の開始日とみなすものとする。

27.11	仲裁廷が確認される日より前に、追加当事者が仲

裁に参加する場合、仲裁のすべての当事者は、仲

裁人を指名する権利を放棄したとみなされるもの

とする。HKIAC は、すでに指名された、または

確認された仲裁人の選任を無効とすることができ

る。かかる状況下において、HKIAC は、仲裁廷を

選任することができる。

27.12	27条11項に基づき仲裁人の選任が無効となった

場合でも、それによって、以下の事項が損なわれ

ることはない。

	 （a）	仲裁人の選任が無効となる前に、仲裁人によ

ってなされた行為または下された命令の有効

性

	 （b）	附属規程2または附属規程3に準拠した、仲

裁人の報酬および費用の支払を受ける権利

27.13	当事者は、追加当事者の仲裁への参加を認める決

定に基づき、仲裁手続において仲裁廷によって下

される仲裁判断の有効性または執行可能性に異議

を申し立てる権利を放棄する。ただし、いかなる

場合も、かかる権利放棄が、有効に行われうるこ

とを条件とする。

27.14	参加申立書が提出された後、HKIAC は、管理手数

料および仲裁廷の報酬（必要に応じて）を調整す

ることができる。
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第28条　仲裁の併合

28.1	 下記のいずれかの事由に該当する場合、HKIAC

は、いずれか一方の当事者からの要請（以下、

「併合申立書」という）に応じて、当事者および

確認された仲裁人と協議のうえ、本規則に基づき

係属中の二件以上の仲裁を併合する権利を有する

ものとする。

	 （a）	当事者が併合することに同意しているとき

	 （b）	仲裁におけるすべての請求が、同一の仲裁合

意に基づきなされているとき

	 （c）	 仲裁における請求が複数の仲裁合意に基づき

なされたものであり、二件またはすべての仲

裁において法律または事実にかかる共通の問

題が生じており、請求された救済を受ける権

利が同一の取引もしくは一連の取引に関連し

ている、またはかかる取引から生じている場

合において、仲裁合意が相互に適合的である

とHKIAC が判断したとき

28.2	 併合を求める当事者は、他のすべての当事者およ

び確認された仲裁人に対して、併合申立書の写し

を提出するものとする。

28.3	 仲裁を併合するか否かを判断するにあたり、

HKIAC は、事案の事情を考慮するものとする。考

慮すべき要因には、複数の仲裁において一人以上

の仲裁人がすでに指名または確認されているか否

か、および、指名または確認されている場合、同

一の者もしくは異なる者が仲裁人としてすでに確

認されているか否かを含むが、これらに限定され

ないものとする。
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28.4	 HKIAC が二件以上の仲裁を併合することを決定

した場合、仲裁は、最初に開始された仲裁に併合

されるものとする。ただし、他のすべての当事者

が合意する場合、または事案の事情を考慮して

HKIAC が別段の決定を行う場合はこの限りではな

い。すべての仲裁において、HKIAC は、すべての

当事者および確認された仲裁人に対して、かかる

決定の写しを提出するものとする。

28.5	 二件以上の仲裁を併合した場合でも、それによっ

て、併合前に当該仲裁を支持する裁判所によって

なされた行為または下された命令の有効性が損な

われることはない。

28.6	 HKIAC が二件以上の仲裁を併合することを決定し

た場合、かかるすべての仲裁の当事者は、仲裁人

を指名する権利を放棄したとみなされるものとす

る。HKIAC は、すでに指名または確認された仲裁

人の選任を無効とすることができる。こうした状

況下において、HKIAC は、併合された仲裁手続に

関して仲裁廷を選任することができる。

28.7	 28条6項に基づき仲裁人の選任が無効となった場

合でも、それによって、以下の事項が損なわれる

ことはない。

	 （a）	仲裁人の選任が無効となる前に、仲裁人によ

ってなされた行為または下された命令の有効

性

	 （b）	附属規程2または附属規程3に準拠した、仲

裁人の報酬や費用の支払を受ける権利

	 （c）	 いかなる消滅時効またはこれに類する規則や

規定を適用することを目的に、何らかの請求

または抗弁が申し立てられた日
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28.8	 当事者は、HKIAC による仲裁併合の決定に基づ

き、併合された仲裁手続において仲裁廷によって

下される仲裁判断の有効性または執行可能性に異

議を申し立てる権利を放棄する。ただし、いかな

る場合も、かかる権利放棄が、有効に行われうる

ことを条件とする。

28.9	 併合申立書が提出された後、HKIAC は、管理手数

料および仲裁廷の報酬（必要に応じて）を調整す

ることができる。

第29条　多数契約に基づく単一の仲裁

29.1	 二以上の契約に起因する、またはこれに関連して

生じる請求は、単一の仲裁において申し立てられ

るものとする。ただし、以下の場合に限るものと

する。

	 （a）	仲裁のすべての当事者は、仲裁の根拠となる

各々の仲裁合意によって拘束されており、

	 （b）	仲裁の根拠となる各仲裁合意の下、法律また

は事実にかかる共通の問題が生じており、

	 （c）	 請求された救済を受ける複数の権利は、同一

の取引もしくは一連の取引に関連して、また

はかかる取引に起因して生じたものであり、

かつ

	 （d）	請求を申し立てる根拠となった複数の仲裁合

意は、相互に適合的である場合

29.2	 当事者は、29条に基づく単一の仲裁の開始の決定

に基づき、仲裁手続において仲裁廷によって下さ

れる仲裁判断の有効性または執行可能性に異議を

申し立てる権利を放棄する。ただし、いかなる場

合も、かかる権利放棄が、有効に行われうること

を条件とする。
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第30条　手続の終結

30.1	 当事者がそれぞれの事案を主張する合理的な機会

が与えられた場合、仲裁廷は、仲裁手続の終結を

宣言するものとする。仲裁手続の終結後は、新た

な主張や反論または証拠の提出は一切認められな

いものとする。ただし、30条2項に従い、仲裁廷

が仲裁手続を再開した場合はこの限りではない。

30.2	 例外的な事情により必要であると判断する場合、

仲裁廷は、自らの職権により、または一方の当事

者からの申立てにより、仲裁判断を下す前であれ

ばいつでも、仲裁手続を再開することができる。

第31条　権利放棄

本規則（仲裁合意を含む）のいずれかの規定または本規

定に起因する要求事項が遵守されていないことを知りな

がら、かかる不履行に対して、速やかに異議申立てを行

うことなく仲裁手続を継続している当事者は、異議を申

し立てる権利を放棄したとみなされるものとする。
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第V章　仲裁廷による仲裁判断、	
決定および命令

第32条　決定

32.1	 二人以上の仲裁人が存在する場合、仲裁廷による

仲裁判断やその他の決定は、仲裁人の過半数によ

ってなされるものとする。多数決で決定できない

場合は、首席仲裁人が単独で判断を下すものとす

る。

32.2	 仲裁廷のすべての構成員の事前の同意を得ること

を条件に、首席仲裁人は、手続上の判断を単独で

下すことができる。

第33条　仲裁費用

33.1	 仲裁廷は、その仲裁判断において仲裁費用を決定

するものとする。「仲裁費用」には、以下の手数

料および費用のみが含まれるものとする。

	 （a）	 10条に従い決定される仲裁廷の報酬

	 （b）	仲裁廷が支出する合理的な旅費や交通費およ

びその他の経費

	 （c）	 仲裁廷が要請する専門家の助言やその他の支

援に要する合理的な費用

	 （d）	証人および専門家の合理的な旅費や交通費お

よびその他の経費

	 （e）	法的代理および法的支援に要する合理的な費

用（ただし、仲裁手続中にかかる費用が請求

された場合に限る）

	 （f）	 附属規程1に従いHKIAC に支払われる登録手

数料および管理手数料
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33.2	 仲裁廷は、33条1項に定められた仲裁費用の全部

または一部を当事者間に配分することができる

（ただし、事案の事情を考慮したうえで、かかる

配分が合理的であると仲裁廷が判断した場合に限

る）。

33.3	 33条1項（e）に定められた法的代理および法的支

援の費用に関して、仲裁廷は、事案の事情を考慮

したうえで、回復可能な仲裁費用の全部または一

部をある一定の金額に制限するよう命じることが

できる。

33.4	 28条に従い仲裁が併合された場合、仲裁廷は、

33条2項および 33条3項に基づき、併合された仲

裁手続における仲裁費用を配分するものとする。

かかる仲裁費用には、選任または確認された仲裁

廷の報酬およびその後別の仲裁に併合された仲裁

において生じるその他の費用が含まれるが、これ

らに限定されないものとする。

33.5	 仲裁廷が、仲裁の終了を命じた場合、または事前

に合意した条件に基づき仲裁判断を下した場合、

仲裁廷またはHKIAC は、かかる命令または仲裁

判断において、33条1項に定めた仲裁費用を決定

するものとする。

第34条　仲裁判断の形式および効力

34.1	 仲裁廷は、暫定、中間、部分または最終仲裁判断

の形式で、仲裁に関与するすべての当事者に対し

て、それぞれ異なる時点で、それぞれ異なる争点

に関して、単一の仲裁判断または別個の仲裁判断

を下すことができる。さらに必要に応じて適切な

場合、仲裁廷は、仲裁費用についても暫定仲裁判

断を下すことができる。
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34.2	 仲裁判断は書面でなされるものとし、最終的なも

のであり、かつ当事者および当事者を介してまた

は当事者の名義で申立てを行う者を拘束するもの

とする。当事者およびかかる者は、仲裁判断の履

行および執行に関して、いかなる形式であれ、請

求または抗弁を申し立てる権利を放棄したとみな

されるものとする。ただし、かかる権利放棄が有

効に行われうることを条件とする。

34.3	 当事者は、仲裁廷によって下された仲裁判断や命

令（28条に基づき併合された仲裁手続または 29

条に基づく仲裁における仲裁判断や命令を含む）

を遅滞なく遵守することを約束する。

34.4	 仲裁判断は、その根拠となった理由を記載するも

のとする。ただし、当事者が、理由を記載しない

ことに合意している場合はこの限りではない。

34.5	 仲裁判断には仲裁廷が署名しなければならない。

仲裁判断には、判断が下された日付、および 14

条に基づき決定された仲裁地を記載するものと

し、仲裁判断は仲裁地で下されたとみなされるも

のとする。三人の仲裁人が存在している場合にお

いて、いずれかの仲裁人が署名しなかったとき、

仲裁判断には、かかる仲裁人の署名が欠けている

理由を記載しなければならない。

34.6	 留置権の対象となることを前提として、仲裁廷

は、仲裁人によって署名され、HKIAC の公印が付

された仲裁判断の正本を当事者およびHKIAC に

送付するものとする。HKIAC には、仲裁判断の正

本を提供するものとする。
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第35条　適用法および友誼的仲裁人

35.1	 仲裁廷は、当事者が合意した法の規則に従い、紛
争の実体について判断を下すものとする。ある特
定の法域の法律または法制度の指定は、別段の表
明がなされない限り、当該法域の抵触法のルール
ではなく、当該法域の実体法に直接言及すると解
釈されるものとする。当事者による法の選択がな
い場合、仲裁廷は、自らが適切と判断する法の規
則を適用するものとする。

35.2	 仲裁廷は、当事者による明示的な授権がある場合
に限り、友諠的仲裁人として、または衡平と善に
基づいて仲裁判断を下すものとする。

35.3	 いかなる場合においても、仲裁廷は、該当する契
約の条件に従って事案の判断を下すものとし、取
引に適用される商取引慣行を考慮することができ
る。

第36条　和解および終了の理由

36.1	 仲裁判断が下される前に、当事者が紛争の和解に

ついて合意した場合、仲裁廷は、仲裁の終了を命

じる決定を出し、または、両当事者から要請があ

り、かつ仲裁廷がこれに同意したときは、当事者

が同意した条件について仲裁判断の形式により和

解の内容を記録するものとする。仲裁廷は、かか

る仲裁判断について理由を述べる義務を負わない

ものとする。

36.2	 仲裁判断が下される前に、36条1項に示された以

外の理由により、仲裁の継続が不要または不可能

になった場合、仲裁廷は、仲裁廷の終了を命じる

決定を出すものとする。当事者が提案された手続

進行について意見を表明する合理的な機会を与え

られた後、正当な理由による異議を申し立てない

限り、仲裁廷は仲裁終了の命令を発する権限を有

するものとする。
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36.3	 仲裁終了命令または当事者が同意した条件につい

ての仲裁判断の写しは、仲裁廷が署名した後、仲

裁廷によって当事者およびHKIAC に送付される

ものとする。当事者が同意した条件について仲裁

判断を下すときは、34条2項、34条3項、34条

5項および 34条6項の規定が適用されるものとす

る。

第37条　仲裁判断の訂正

37.1	 仲裁判断を受領してから 30日以内に、いずれの

当事者も、他方の当事者に通知を与えることによ

り、仲裁判断における計算上の誤り、誤記やタイ

プミスまたは類似の性質の誤りについて訂正する

よう仲裁廷に要請することができる。仲裁廷は、

かかる要請について他方の当事者が意見を表明す

るため、一定の期限（ただし、原則として、15日

を超えないことを条件とする）を設定するものと

する。

37.2	 仲裁廷は、適切であると判断した場合は、訂正の

要請を受けてから 30日以内に（ただし、仲裁廷

は、必要に応じて、かかる期間を延長することが

できる）、仲裁判断の訂正を行うものとする。

37.3	 仲裁廷は、仲裁判断の日付から 30日以内に、自

らの職権により、仲裁判断を訂正することができ

る。

37.4	 仲裁廷は、（a）38条に基づく仲裁判断のいずれ

かの点もしくはいずれかの部分についての解釈、

または、（b）39条に基づく追加的な仲裁判断の

争点によって必然的に生じる、または、それらの

結果として生じる仲裁判断のさらなる訂正を行う

権限を有するものとする。
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37.5	 仲裁判断の訂正は書面でなされるものとし、34

条2項から 34条6項の規定が適用されるものとす

る。

第38条　仲裁判断の解釈

38.1	 仲裁判断を受領してから 30日以内に、いずれの

当事者も、他方の当事者に通知を与えることによ

り、仲裁廷による仲裁判断の解釈を要請すること

ができる。仲裁廷は、かかる要請について他方の

当事者が意見を表明するため、一定の期限（ただ

し、原則として、15日を超えないことを条件とす

る）を設定するものとする。

38.2	 仲裁廷は、仲裁判断の解釈の要請を受けてから

30日以内に（ただし、仲裁廷は、必要に応じて、

かかる期間を延長することができる）、自らが適

切と判断する解釈を書面で提示するものとする。

38.3	 仲裁廷は、（a）37条に基づく仲裁判断における

誤りの訂正、または、（b）39条に基づく追加的

な仲裁判断の争点によって必然的に生じる、ある

いは、それらの結果として生じる仲裁判断のさら

なる解釈を提示する権限を有するものとする。

38.4	 38条に基づき示される解釈は、仲裁判断の一部を

構成するものとし、34条2項から 34条6項の規定

が適用されるものとする。
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第39条　追加的な仲裁判断

39.1	 仲裁判断を受領してから 30日以内に、いずれの

当事者も、他方の当事者に通知を与えることによ

り、仲裁手続で提示されたが、仲裁判断で取り扱

われていない請求について追加的な判断を下すよ

う仲裁廷に要請することができる。仲裁廷は、か

かる要請について他方の当事者が意見を表明する

ため、一定の期限（ただし、原則として、30日を

超えないことを条件とする）を設定するものとす

る。

39.2	 仲裁廷がかかる要請が正当であると判断した場

合、仲裁廷は、かかる要請を受けてから 60日以

内に（ただし、仲裁廷は、必要に応じて、かかる

期間を延長することができる）、追加的な判断を

下すものとする。

39.3	 仲裁廷は、（a）37条に基づく仲裁判断における

誤りの訂正、または、（b）38条に基づく仲裁判

断のいずれかの点もしくはいずれかの部分の解釈

よって必然的に生じる、または、それらの結果と

して生じる追加的な仲裁判断を下す権限を有する

ものとする。

39.4	 追加的な仲裁判断を下す場合は、34条2項から

34条6項の規定が適用されるものとする。

第40条　仲裁費用の予納金

40.1	 被申立人が仲裁通知書を受領した後可能な限り速

やかに、HKIAC は、原則として、申立人および

被申立人の双方に対して、33条1項（a）、（b）、

（c）および（f）に定められた費用の予納金と同額

の金額をHKIAC に預託するよう要請するものと

する。HKIAC は、かかる要請の写しを仲裁廷に提

出するものとする。
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40.2	 被申立人が反対請求の申立てを行う場合、また

は、その状況下において適切と認められる場合、

HKIAC は、それぞれ別個の予納金を請求すること

ができる。

40.3	 仲裁手続において、HKIAC は、当事者に対して、

追加的な予納金をHKIAC に預託するよう要請す

ることができる。HKIAC は、かかる要請の写しを

仲裁廷に提出するものとする。

40.4	 予納金の要請を受けてから 30日以内に、要請さ

れた予納金がHKIAC に対して全額支払われなか

った場合、HKIAC は、要請された金額を当事者の

いずれか一方が支払うよう当事者に通知するもの

とする。かかる支払がなされなかった場合、仲裁

廷は、仲裁の一時停止もしくは終了を命じること

ができる、または、仲裁廷が適切と判断する根拠

に基づき、かつ仲裁廷が適切と判断する請求もし

くは反対請求に関して、仲裁を継続することがで

きる。

40.5	 最終仲裁判断を下した時点で、仲裁廷は、HKIAC

が受領した予納金に関する計算書を当事者に提出

するものとする。未支出残高がある場合、HKIAC

はこれを当事者に返還するものとする。

40.6	 HKIAC は、当事者によって支払われた予納金を、

香港の評判の高い公認預金受入機関に開設された

利付預金口座に預け入れるものとする。口座を選

択するにあたり、HKIAC は、かかる資金を直ちに

引き出すことが必要になる可能性を十分に考慮し

なければならない。
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第VI章　その他の規定

第41条　簡易手続

41.1	 下記のいずれかの事由に該当する場合、当事者

は、仲裁廷が構成される前に、41条2項に従って

仲裁を行うよう書面でHKIAC に申請することが

できる。

	 （a）	請求および反対請求（または相殺抗弁）の合

計額に相当する紛争中の金額が、25,000,000

香港ドルを超えない場合

	 （b）	当事者が合意した場合

	 （c）	 例外的な緊急事態の場合

41.2	 HKIAC が当事者の意見を検討した後、41条1項に

よりなされた申請を許可した場合、仲裁手続は、

以下のような必要な変更を加えたうえで、本規則

の上記規定に基づく簡易手続に従って行われるも

のとする。

	 （a）	仲裁合意で三人の仲裁人が定められている場

合を除き、事案は、単独仲裁人に付託される

ものとする。

	 （b）	仲裁合意で三人の仲裁人が定められている場

合であっても、HKIAC は、当事者に対して事

案を単独仲裁人に付託するよう要請するもの

とする。当事者が合意に至らなかった場合、

事案は、三人の仲裁人に付託されるものとす

る。

	 （c）	 HKIAC は、本規則に定められた期限およびそ

れ以外に HKIAC が設定したいかなる期限も

短縮することができる。
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	 （d）	仲裁通知書に対する答弁書を提出した後、当

事者は、原則として、1通の請求陳述書およ

び 1通の抗弁陳述書（および反対請求）を提

出することができる。さらに、該当する場合

は、反対請求に対する回答として、1通の抗

弁陳述書を提出することができる。

	 （e）	仲裁廷は、書証のみを根拠として紛争につい

て判断を下すものとする。ただし、仲裁廷が

一回以上の審問を開催することが適切である

と判断した場合はこの限りではない。

	 （f）	 仲裁判断は、HKIAC が仲裁廷に一件書類を送

付した日から 6カ月以内に下されるものとす

る。例外的な状況下にある場合、HKIAC は、

かかる期限を延長することができる。

	 （g）	仲裁廷は、仲裁判断の根拠となる理由の概要

を記載するものとする。ただし、当事者が、

理由の記載を不要とすることに合意している

場合はこの限りではない。

41.3	 当事者間で別段の合意がある場合を除き、41条に

規定された簡易手続は、28条に基づき併合された

仲裁手続または 29条に基づき開始された仲裁手

続には適用されないものとする。

第42条　秘密保持義務

42.1	 当事者による別段の合意がない限り、いずれの当

事者も、以下の事項に関連する情報を公表、開示

または伝達してはならないものとする。

	 （a）	仲裁合意に基づく仲裁、または

	 （b）	仲裁において下された仲裁判断
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42.2	 42条1項の規定は、仲裁廷、附属規程4に従い選

任される緊急仲裁人、専門家、証人、仲裁廷の書

記官およびHKIAC にも適用されるものとする。

42.3	 42条1項の規定は、当事者が、下記のいずれかに

該当する場合、42条1項に定められた情報を公

表、開示または伝達することを妨げるものではな

い。

	 （a）	裁判所またはその他の司法当局での法的手続

において、

	 	 （i）	 当事者の法律上の権利もしくは利益を保

護または追求する場合、または

	 	 （ii）	 42条1項に定められた仲裁判断を強制執

行する場合、または仲裁判断に対して異

議申立てを行う場合

	 （b）	当事者が法律により公表、開示または伝達を

行うことを義務付けられている場合で、政府

機関、監督官庁、裁判所または裁決機関に対

して公表、開示または伝達する場合、または

	 （c）	 当事者の専門アドバイザーやその他の助言者

（実際に証人や専門家になっている人、今後

証人や専門家になる可能性がある人を含む）

に対して公表、開示または伝達する場合

42.4	 仲裁廷による審議内容は機密扱いとする。

42.5	 仲裁判断は、全部かまたは抜粋もしくは要約かを

問わず、以下のすべての条件を充足している場合

に限り、公表することができる。

	 （a）	公表を求める申立書がHKIAC宛てに送付され

ており、

	 （b）	当事者の氏名や名称への言及がすべて削除さ

れており、かつ
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	 （c）	 HKIAC が設定した異議申立期限内に、いずれ

の当事者も仲裁判断の公表に対する異議を述

べなかった場合。何らかの異議が述べられた

場合、仲裁判断は公表されないものとする。

第43条　免責

43.1	 HKIAC の理事会または本規則で定めた職務を遂

行するためHKIAC によって明確に指名された委

員会、小委員会もしくはその他の組織や人、また

は、HKIAC の事務局長もしくは事務局員、仲裁

廷、緊急仲裁人、仲裁廷が選任した専門家または

仲裁廷の書記官は、本規則に基づき行われる仲裁

に関する作為または不作為について一切責任を負

わないものとする。ただし、かかる行為が不誠実

に行われた場合、または行われなかった場合はこ

の限りではない。

43.2	 仲裁判断が下された後、37条から 39条で定めた

仲裁判断の修正、解釈および追加の可能性が消滅

した時点で、HKIAC もしくは仲裁廷、緊急仲裁

人、仲裁廷が選任した専門家または仲裁廷の書記

官は、仲裁に関する問題に関していかなる者に対

しても陳述を行う義務を負わないものとし、ま

た、いずれの当事者も、仲裁に起因して生じる法

的手続やその他の手続において、HKIAC もしくは

仲裁廷、緊急仲裁人、仲裁廷が選任した専門家ま

たは仲裁廷の書記官を証人とすることを求めては

ならないものとする。
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SUM	IN	DISPUTE	(in	HKD)	
係争額（香港ドル）

ADMINISTRATIVE	FEE	(in	HKD)	
管理手数料（香港ドル）

Up	to	400,000〔400,000以下〕	 19,800

From	400,001	to	800,000		
〔400,001	~	800,000〕

19,800	+	1.300%	of	amt.	over	400,000		
〔19,800	＋	400,000超の金額の	1.300％〕	

From	800,001	to	4,000,000	
〔800,001	~	4,000,000〕

25,000	+	1.000%	of	amt.	over	800,000	
〔25,000	＋	800,000超の金額の	1.000％〕	

From	4,000,001	to	8,000,000		
〔4,000,001	~	8,000,000〕

57,000	+	0.545%	of	amt.	over	4,000,000	
〔57,000	＋	4,000,000超の金額の	0.545％〕

From	8,000,001	to	16,000,000	
〔8,000,001	~	16,000,000〕

78,800	+	0.265%	of	amt.	over	8,000,000	
〔78,800	＋	8,000,000超の金額の	0.265％〕

From	16,000,001	to	40,000,000	
〔16,000,001	~	40,000,000〕

100,000	+	0.200%	of	amt.	over	16,000,000	
〔100,000	＋	16,000,000超の金額の	0.200％〕

From	40,000,001	to	80,000,000	
〔40,000,001	~	80,000,000〕

148,000	+	0.110%	of	amt.	over	40,000,000	
〔148,000	＋	40,000,000超の金額の	0.110％〕

From	80,000,001	to	240,000,000	
〔80,000,001	~	240,000,000〕

192,000	+	0.071%	of	amt.	over	80,000,000	
〔192,000	＋	80,000,000超の金額の	0.071％〕

From	240,000,001	to	400,000,000
〔240,000,001	~	400,000,000〕

305,600	+	0.059%	of	amt.	over	240,000,000	
〔305,600	＋	240,000,000超の金額の	0.059％〕

Over	400,000,000	〔400,000,000超〕 400,000	〔400,000〕

附属規程	1
登録手数料および管理手数料
（金額はすべて香港ドル	

（以下「HKD」という）で表示されている）
発効日：2015年2月1日

1.　登録手数料
1.1	 仲裁通知書を提出する場合、申立人は、HKIAC が

設定した金額の登録手数料を支払うものとする。

登録手数料は、仲裁通知書が提出された日付にお

いて、HKIAC のホームページに掲載された金額と

する。

1.2	 申立人が登録手数料を支払わなかった場合、

HKIAC は、仲裁規則4条7項に従い、仲裁手続を

進めないものとする。

1.3	 登録手数料は返還不能とする。

2.	　HKIAC の管理手数料
2.1	 HKIAC の管理手数料は、以下の表に従って決定さ

れるものとする。
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2.2	 係争金額を決定するにあたっては、請求および反

対請求の金額を合算する。相殺抗弁に関しても同

じ規則が適用されるものとする。ただし、仲裁廷

が、当事者と協議した後、かかる相殺抗弁には膨

大な追加業務を要すると判断したときはこの限り

ではない。

2.3	 係争金額の算定にあたっては、利息請求額を考慮

しないものとする。ただし、利息請求額が元本請

求額を超える場合は、紛争金額の算定において利

息請求額のみを考慮するものとする。

2.4	 18条2項、27条14項もしくは 28条9項に従う場

合、または、例外的な状況下にあると HKIAC が

判断する場合、HKIAC の管理手数料は、2.1項に

従い計算された金額を超える可能性がある。

2.5	 係争金額を具体的な数字で表すことができない場

合、HKIAC の管理手数料は、事案の事情を考慮し

たうえで、HKIAC によって設定されるものとす

る。

2.6	 香港ドル以外の通貨で表示された金額は、仲裁通

知書が提出された日付、または、新たな請求、相

殺抗弁もしくは請求や抗弁の修正が申し立てられ

た時点において、HSBC銀行が発表する為替レー

トで香港ドルに換算されるものとする。
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附属規程2
仲裁廷の報酬、費用および諸条件
1時間あたりの単価を基準とする
発効日：2013年11月1日

1. 適用範囲および解釈

1.1	 仲裁規則9条2項に従うことを前提として、本附

属規程は、仲裁規則10条1項（a）に従って仲裁廷

の報酬や費用が決定される仲裁および附属規程4

に基づく緊急仲裁人の選任に適用されるものとす

る。

1.2	 HKIAC は、自らが適切と判断するところに従い、

本附属規程の条件および本附属規程の適用範囲を

解釈することができる。

1.3	 本附属規程は、仲裁通知書が提出された日付にお

いて有効な「附属規程2に基づく仲裁廷の報酬、

費用および諸条件および 1時間あたりの単価に関

する実務便覧」によって補足される。

2. 仲裁廷に対する支払

2.1	 仲裁廷に対する支払は、原則として、仲裁規則40

条に従って当事者が予納した資金からHKIAC に

よって行われるものとする。HKIAC は、HKIAC

が適切と判断する割合で、一回以上の暫定的また

は最終的な支払を仲裁廷に対して行うよう、当事

者に命じることができる。

2.2	 支払が要請された時点で予納された資金が不足し

ている場合、支払に関する請求書を当事者に提出

して、当事者による直接の支払を求めることがで

きる。
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2.3	 仲裁廷による別段の指示がない限り、仲裁廷に対

する支払は、香港ドルで行われるものとする。

2.4	 当事者は、いずれの当事者が仲裁人を選任したか

にかかわらず、仲裁人の報酬および費用について

連帯して責任を負うものとする。

3. 仲裁廷の費用

3.1	 仲裁廷は、1.3項に定めた実務便覧に従い、仲裁

廷が支出した合理的な費用について返金を受ける

ものとする。

3.2	 仲裁廷の費用は、本附属規程の 9項に基づく 1時

間あたりの単価を考慮して計算される仲裁廷の報

酬には含まれないものとする。

4. 管理費用

当事者は、仲裁を行うために実施される事務手続や支援

サービスに関連して合理的に発生する費用や経費につい

て責任を負うものとする。かかる費用や経費には、審問

室、通訳および記録サービスに要する費用が含まれる

が、これらに限定されないものとする。かかる管理費用

は、費用が発生した時点で、仲裁規則40条に定められた

予納金から直接支払われるものとする。

5.	 交替させられた仲裁人に支払われる	
	 報酬および費用

仲裁規則12条、27条または 28条に従い、仲裁人が交替

させられた場合、HKIAC は、仲裁人の報酬を決定するた

めに採用される手法、仲裁に関連して仲裁人が行った業

務内容、係争対象物の複雑さなどを含め、事案の事情を

考慮したうえで、交替させられた仲裁人の業務（もしあ

れば）に対して支払われる報酬や費用の金額を決定する

ものとする。
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6.	 仲裁廷の書記官に支払われる	
	 報酬および	費用

仲裁廷が、仲裁規則13条4項に従い、書記官を選任し

た場合、かかる書記官に対しては、HKIAC が設定した

金額を超えない範囲で、報酬が支払われるものとする。

かかる金額は、仲裁通知書が提出された日付において、

HKIAC のホームページに掲載された金額とする。書記官

の報酬および費用は別個に請求されるものとする。仲裁

廷は、仲裁規則33条1項（c）に基づき、書記官の報酬や

費用の総額を決定するものとする。

7. 仲裁判断に対する留置権

HKIAC および仲裁廷は、未払いの報酬や費用の支払を

担保するため、仲裁廷によって下されたいかなる仲裁判

断に対しても留置権を有するものとする。したがって、

HKIAC および仲裁廷は、当事者が連帯して、または当事

者がそれぞれ単独で、かかる未払いの報酬や費用を全額

支払うまで、当事者に対して仲裁判断を送付することを

拒否することができる。

8. 準拠法

本附属規程の条件および当該条件に起因して生じる契約

外の義務、または当該条件に関連して生じる契約外の義

務は、香港法に準拠し、同法に従って解釈されるものと

する。

9. 仲裁廷の報酬の金額

9.1	 仲裁人に対しては、仲裁に関連して合理的に遂行

されるすべて業務に対して、1時間あたりの単価

によって計算される報酬が支払われるものとす

る。
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9.2	 本附属規程の 9.3項および 9.4項に従うことを前

提として、9.1項に定める料金は、仲裁規則10条

2項に従って合意されるものとする。仲裁人は、

仲裁規則9条に基づきHKIAC が仲裁人の選任を確

認する前に、本附属規程の 9項に従って仲裁廷の

報酬額について書面で合意するものとする。

9.3	 仲裁人が合意した 1時間あたりの単価は、HKIAC

によって設定された金額を超えないものとする。

かかる金額は、仲裁通知書が提出された日付にお

いて、HKIAC のホームページに掲載された金額と

する。

9.4	 9.3項に従うことを前提として、仲裁人は、

HKIAC によって仲裁人の選任の確認がなされた日

の各応答日に、事前に合意した 1時間あたりの単

価を見直し、10 パーセントを上限として、かか

る単価を増額することができる。

9.5	 仲裁のすべての当事者が書面をもって明確に合

意した場合、または、例外的な状況下において

HKIAC が決定した場合に限り、報酬額をさらに増

額することができる。

9.6	 仲裁人としての義務を履行するために仲裁人が出

張することが必要になった場合、仲裁人は、以下

の料率で請求し、返金を受けることができる。

	 （a）	業務ではなく移動のみに費やした時間につい

ては、事前に合意した 1時間あたりの単価の

50パーセント

	 （b）	出張中の業務に費やした時間については、事

前に合意した 1時間あたりの単価の 100 パー

セント
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10. 解約手数料

10.1	 事前に予約した審問が取り消された場合は常に、

以下の条件に従うことを前提として、解約手数料

が支払われるものとする。

	 （a）	仲裁廷の要請に応じて予約が取り消された場

合、解約手数料は請求されない。

	 （b）	予約日の 30日前未満に、一方の当事者の要

請に応じて予約が取り消された場合、適用さ

れる 1時間あたりの料金の 8倍に相当する金

額の 75 パーセントを、1日あたりの解約手

数料として支払うものとする。

	 （c）	 予約日の 60日前から 30日前までに、一方の

当事者の要請に応じて予約が取り消された場

合、適用される 1時間あたりの料金の 8倍に

相当する金額の 50 パーセントを、1日あた

りの解約手数料として支払うものとする。

	 （d）	予約日の 61日以上前までに、一方の当事者

の要請に応じて予約が取り消された場合、解

約手数料は請求されない。

	 （e）	上記のいずれの場合も、予約日（予約期間）

において事案に費やされたすべての時間につ

き控除されるものとする。

10.2	 すべての当事者の合意を得ずに、審問日が取り消

された、または延期された場合にも、後に費用配

分を決定するにあたり、本条項の規定を考慮する

ことができる。
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附属規程　3
仲裁廷の報酬、費用および諸条件

係争金額を基準とする
（金額はすべて香港ドル（以下、「HKD」と

いう）で表示されている）
発効日：2013年11月1日

1. 適用範囲および解釈

1.1	 下記の 1.2項および仲裁規則9条2項に従うこと

を前提として、本附属規程は、仲裁規則10条1項

（b）に従って仲裁廷の報酬や費用が決定される仲

裁に適用されるものとする。

1.2	 本附属規程は、附属規程4に基づく緊急仲裁人の

選任には適用されないものとする。

1.3	 HKIAC は、自らが適切と判断するところに従い、

本附属規程の条件および本附属規程の適用範囲を

解釈することができる。

1.4	 本附属規程は、仲裁通知書が提出された日付にお

いて有効な「附属規程3に基づく仲裁廷の報酬、

費用および諸条件および紛争金額に関する実務便

覧」によって補足される。

2. 仲裁廷に対する支払

2.1	 仲裁廷に対する支払は、原則として、仲裁規則40

条に従って当事者が予納した資金からHKIAC に

よって行われるものとする。HKIAC は、HKIAC

が適切と判断する割合で、一回もしくは複数回の

暫定的または最終的な支払を仲裁廷に対して行う

よう、当事者に命じることができる。

2.2	 支払が要請された時点で予納された資金が不足し

ている場合、支払に関する請求書を当事者に提出

して、当事者による直接の支払を求めることがで

きる。
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2.3	 仲裁廷による別段の指示がない限り、仲裁廷に対

する支払は、香港ドルで行われるものとする。

2.4	 当事者は、いずれの当事者が仲裁人を選任したか

にかかわらず、仲裁人の報酬および費用について

連帯して責任を負うものとする。

3. 仲裁廷の費用

3.1	 仲裁廷は、1.4項に定めた実務便覧に従い、仲裁

廷が支出した合理的な費用について返金を受ける

ものとする。

3.2	 仲裁廷の費用は、本附属規程の 6項に基づき請求

される仲裁廷の報酬の決定には含まれないものと

する。

4. 管理費用

当事者は、仲裁を行うために提供される事務手続や支援

サービスに関連して合理的に発生する費用や経費につい

て責任を負うものとする。かかる費用や経費には、審問

室、通訳および記録サービスに要する費用が含まれる

が、これらに限定されないものとする。かかる管理費用

は、費用が発生した時点で、仲裁規則40条に定められた

予納金から直接支払われるものとする。

5.	 交替させられた仲裁人に支払われる	
	 報酬および費用

仲裁規則12条、27条または 28条に従い、仲裁人が交替

させられた場合、HKIAC は、仲裁人の報酬を決定するた

めに採用される手法、仲裁に関連して仲裁人が行った業

務内容、係争対象物の複雑さなどを含め、事案の事情を

考慮したうえで、交替させられた仲裁人の業務（もしあ

れば）に対して支払われる報酬や費用の金額を決定する

ものとする。
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6. 仲裁廷の報酬の決定

6.1	 仲裁廷の報酬は、以下の表に従って算定されるも

のとする。以下の表に基づき算定される報酬は、

一人の仲裁人に支払われる最高金額を表示したも

のである。

SUM	IN	DISPUTE	(in	HKD)	
係争額（香港ドル）

ARBITRATOR’ S	FEES	(in	HKD)	
仲裁人の報酬（香港ドル）

Up	to	400,000	
〔400,000以下〕	

11.0000%	of	amount	in	dispute	
〔係争額の	11.0000％〕

From	400,001	to	800,000	
〔400,001	~	800,000〕

44,000	+	10.000%	of	amt.	over	400,000	
〔44,000	＋	400,000超の金額の	10.000％〕	

From	800,001	to	4,000,000	
〔800,001	~	4,000,000〕

84,000	+	5.300%	of	amt.	over	800,000	
〔84,000	＋	800,000超の金額の	5.300％〕

From	4,000,001	to	8,000,000	
〔4,000,001	~	8,000,000〕

253,600	+	3.780%	of	amt.	over	4,000,000	
〔253,600	＋	4,000,000超の金額の	3.780％〕

From	8,000,001	to	16,000,000	
〔8,000,001	~	16,000,000〕

404,800	+	1.730%	of	amt.	over	8,000,000	
〔404,800	＋	8,000,000超の金額の	1.730％〕

From	16,000,001	to	40,000,000	
〔16,000,001	~	40,000,000〕

543,200	+	1.060%	of	amt.	over	16,000,000	
〔543,200	＋	16,000,000超の金額の	1.060％〕

From	40,000,001	to	80,000,000
〔40,000,001	~	80,000,000〕

797,600	+	0.440%	of	amt.	over	40,000,000	
〔797,600	＋	40,000,000超の金額の	0.440％〕

From	80,000,001	to	240,000,000	
〔80,000,001	~	240,000,000〕

973,600	+	0.250%	of	amt.	over	80,000,000	
〔973,600	＋	80,000,000超の金額の	0.250％〕

From	240,000,001	to	400,000,000	
〔240,000,001	~	400,000,000〕

1,373,600	+	0.228%	of	amt.	over	240,000,000	
〔1,373,600	＋	240,000,000超の金額の	0.228％〕

From	400,000,001	to	600,000,000	
〔400,000,001	~	600,000,000〕

1,738,400	+	0.101%	of	amt.	over	400,000,000	
〔1,738,400	＋	400,000,000超の金額の	0.101％〕

From	600,000,001	to	800,000,000	
〔600,000,001	~	800,000,000〕

1,940,400	+	0.067%	of	amt.	over	600,000,000	
〔1,940,400	＋	600,000,000超の金額の	0.067％〕

From	800,000,001	to	4,000,000,000	
〔800,000,001	~	4,000,000,000〕

2,074,400	+	0.044%	of	amt.	over	800,000,000	
〔2,074,400	＋	800,000,000超の金額の	0.044％〕

Over	4,000,000,000	
〔4,000,000,000超〕

3,482,400	+	0.0250%	of	amt.	over	4,000,000,000	
〔3,482,400	＋	4,000,000,000超の金額の0.0250％〕	

Maximum	of	12,574,000	
〔12,574,000 を最高額とする〕	
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6.2	 仲裁廷の報酬は、一件書類が仲裁廷に送付された

時点から最終仲裁判断までの仲裁廷の活動に対し

て支払われるものである。

6.3	 係争金額を決定するにあたっては、請求および反

対請求の金額を合算する。相殺抗弁に関しても同

じ規則が適用されるものとする。ただし、仲裁廷

が、当事者と協議した後、かかる相殺抗弁には膨

大な追加業務を要すると判断したときはこの限り

ではない。

6.4	 係争金額の算定にあたっては、利息請求額を考慮

しないものとする。ただし、利息請求額が元本請

求額を超える場合、紛争金額の算定において利息

請求額のみを考慮するものとする。

6.5	 10条3項（c）、18条2項、27条14項もしくは 28

条9項に従う場合、または、例外的な状況下にあ

る場合、仲裁廷の報酬は、6.1項に従い計算され

た金額を超える可能性がある。

6.6	 係争金額を具体的な数字で表すことができない場

合、仲裁廷の報酬は、事案の事情を考慮したうえ

で、HKIAC によって設定されるものとする。

7. 仲裁判断に対する留置権
HKIAC および仲裁廷は、未払いの報酬や費用の支払を

担保するため、仲裁廷によって下された仲裁判断に対し

ても留置権を有するものとする。したがって、HKIAC お

よび仲裁廷は、当事者が連帯して、または当事者がそれ

ぞれ単独で、かかる未払いの報酬や費用を全額支払うま

で、当事者に対して仲裁判断を送付することを拒否する

ことができる。

8. 準拠法
本附属規程の条件および当該条件に起因して生じる契約

外の義務、または当該条件に関連して生じる契約外の義

務は、香港法に準拠し、同法に従って	解釈されるものと

する。
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附属規程　4
緊急仲裁人手続

発効日：2013年11月1日

1.	 緊急的救済を必要とする当事者は、仲裁通知書の
提出と同時または提出後に、仲裁廷が構成される
前に、緊急仲裁人（以下、「緊急仲裁人」という）
の選任を求める申請書（以下、「申請書」という）
をHKIAC に提出しなければならない。

2.	 申請書は、仲裁規則2条1項に定められたいずれ
かの方法で提出されるものとする。申請書には、
以下の情報を記載しなければならない。

	 （a）	申請書の当事者およびその代理人の氏名や
名称ならびに（その時点で判明している）住
所、電話番号やファックス番号および電子メ
ールアドレス

	 （b）	申請書の提出に至った事情および仲裁に付託
された紛争についての説明

	 （c）	 求める緊急的救済の内容

	 （d）	仲裁廷の構成を待たずに申請者が緊急的救済
を必要とする理由

	 （e）	申請者がかかる緊急的救済を受ける権利があ
る理由

	 （f）	 関連するすべての契約、とりわけ、仲裁合意

	 （g）	緊急的救済を求める手続で使用する言語や仲
裁地および適用される法に関する意見

	 （h）	本附属規程の 6項に記載された金額（以下、
「申請予納金」という）をHKIAC の口座宛て
に小切手または電信送金のいずれの方法で支
払うかについての確認

	 （i）	 特定の一以上の送達方法によって仲裁の他の
すべての当事者に対して同時に、申請書の写
しが送付されていることの確認
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3.	 申請書には、申請者が適切と判断する、または、

申請書の効率的な審査のために役立つ可能性のあ

る文書や情報を添付することができる。

4.	 申請書は 2通作成し、1通を緊急仲裁人に、もう

1通をHKIAC にそれぞれ提出するものとする。

5.	 HKIAC が申請書を受理すべきであると決定した場

合、HKIAC は、申請書および申請予納金の受領後

2日以内に、緊急仲裁人の選任を求めるものとす

る。

6.	 申請予納金とは、HKIAC によって設定された金額

であり、申請書が提出された日付においてHKIAC

のホームページに掲載されている金額である。申

請予納金は、HKIAC の管理費用ないし緊急仲裁人

の報酬および費用で構成されている。緊急仲裁人

の報酬は、附属規程2に定められた条件に従い、

仲裁人の 1時間あたりの単価を考慮したうえで、

HKIAC によって決定されるものとする。HKIAC

は、緊急的救済を求める手続中いつであれ、事案

の性質ならびに緊急仲裁人およびHKIAC が遂行

する業務の内容や量などを考慮したうえで、緊急

仲裁人の報酬およびHKIAC の管理費用の増額を

決定することができる。申請書を提出した当事者

が、HKIAC の定める期限内に、報酬や費用の増額

分を支払わなかった場合、申請書は却下されるも

のとする。

7.	 緊急仲裁人が選任された時点で、HKIAC は、申

請書の当事者に対してその旨を通知し、緊急仲裁

人に一件書類を送付するものとする。その後、当

事者から書面による連絡はすべて、緊急仲裁人宛

てに直接提出されるものとし、他方当事者および

HKIAC にはその写しがそれぞれ送付されるものと

する。緊急仲裁人から当事者宛ての書面による連

絡も、HKIAC にその写しを送付するものとする。
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8.	 緊急仲裁人に関しては、仲裁規則11条が適用され

るものとする。ただし、11条7項および 11条9項

に定められた期限は、3日間に短縮されるものと

する。

9.	 緊急仲裁人が死亡する、緊急仲裁人の忌避が認め

られる、またはその他の理由により緊急仲裁人が

解任される、もしくは辞任する場合、HKIAC は、

2日以内に代替の緊急仲裁人の選任を求めるもの

とする。緊急仲裁人が自ら辞任する、または一

方の当事者が本附属規程の 8項に基づき緊急仲裁

人の選任を解約することに合意する場合であって

も、仲裁規則11条6項に規定された理由の正当性

を黙認するものではない。緊急仲裁人が交替した

場合、緊急的救済を求める手続は、代替の緊急仲

裁人が別段の決定を行わない限り、かかる仲裁人

が交替した、またはその職務の遂行を中止した段

階から再開されるものとする。

10.	 当事者が仲裁地についてすでに合意している場

合、かかる仲裁地を緊急的救済を求める手続の仲

裁地とする。当事者に合意なき場合、仲裁規則14

条1項に基づく仲裁廷による仲裁地の決定に影響

を与えることなく、緊急的救済を求める手続の仲

裁地を香港とする。

11.	 緊急的救済を求める手続の緊急性を考慮し、かつ

各当事者が申請書について意見を述べるための合

理的な機会を確保したうえで、緊急仲裁人は、自

らが適切であると判断する方法で仲裁手続を行う

ことができる。緊急仲裁人は、仲裁条項または別

個の仲裁合意の存在、有効性もしくは範囲に関す

る異議申立てを含め、緊急仲裁人の管轄権がない

と主張する異議申立てについて判断を下す権限を

有するものとし、本附属規程の適用可能性に関連

して生じるいかなる紛争も解決するものとする。
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12.	 申請書に基づく緊急仲裁人の決定、命令または裁

定（以下、「緊急決定」という）は、HKIAC が一

件書類を緊急仲裁人に送付した日から 15日以内

に、下されるものとする。かかる期間は当事者の

合意によって、または適切な状況下にある場合は

HKIAC によって延長することができる。

13.	 前項の期間内に、一件書類が仲裁廷に送付された

場合であっても、緊急決定を下すことができる。

14.	 緊急決定は、以下の条件に従うものとする。

	 （a）	決定は書面でなされる。

	 （b）	決定には、決定が下された日付および緊急決

定の根拠となる理由の概要（申請書が仲裁規

則23条1項に基づき認められるか否か、また

は、緊急仲裁人が緊急的救済を命じる権限を

有するか否かについての判断が含まれる）を

記載する。

	 （c）	 決定には緊急仲裁人が署名する。

15.	 緊急決定においては、緊急的救済を求める手続の

費用を定め、かかる費用をいずれの当事者が負担

するか、または当事者がいかなる割合で負担する

かを決定しなければならない。ただし、いかなる

場合も、仲裁廷は、仲裁規則33条に従い仲裁費

用の負担割合を決定する最終的な権限を有するも

のとする。緊急的救済を求める手続の費用には、

HKIAC の管理費用、緊急仲裁人の報酬や費用およ

び緊急的救済を求める手続に関して当事者が支出

する合理的な費用や弁護士費用が含まれる。

16.	 緊急決定は、仲裁規則23条に従って与えられる暫

定的措置と同じ効力を有するものとし、決定が下

された時点で当事者を拘束するものとする。仲裁

規則に基づく仲裁に合意することにより、当事者

は、緊急決定に遅滞なく従うことを約束する。
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17.	 緊急仲裁人は、緊急的救済を求める当事者に対し

て適切な担保の提供を命じる権限を有するものと

する。

18.	 緊急決定は、当事者から合理的な要請があった時

点で、緊急仲裁人または仲裁廷（いったん構成さ

れた場合）によって変更、一時停止または解除す

ることができる。

19.	 下記のいずれかに該当する事態が発生した場合、

緊急決定は、当事者に対する拘束力を失うものと

する。

	 （a）	緊急仲裁人または仲裁廷が緊急決定は当事者

に対する拘束力を失うとする決定を下したと

き

	 （b）	仲裁廷が最終仲裁判断を下したとき（ただ

し、仲裁廷による別段の明示的な決定がある

場合はこの限りではない）

	 （c）	 最終仲裁判断が下される前に、すべての申立

てが取り下げられたとき、または仲裁が終了

したとき

	 （d）	緊急仲裁決定が下された日から 90日以内

に、仲裁廷が構成されなかったとき。ただ

し、かかる期間は当事者の合意によって、ま

たは適切な状況下にある場合は HKIAC によ

って延長することができる。

20.	 本附属規程の 13項に従うことを前提として、緊

急仲裁人は、仲裁廷が構成された後は、仲裁人と

して行為する権限を失うものとする。

21.	 緊急仲裁人は、申請書の原因となった紛争に関連

する仲裁で、緊急仲裁人として行動した仲裁につ

いて、仲裁人として行動してはならないものとす

る。ただし、仲裁の当事者間に別段の合意がある

場合はこの限りではない。
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22.	 緊急仲裁人手続は、いかなるときであれ、正当な

権限を有する司法当局に対して、いずれか一方の

当事者が緊急の暫定的または保全措置を求めるこ

とを妨げるものではない。

23.	 本附属規程において明示的に定められていないす

べての事項に関して、緊急仲裁人は、仲裁規則の

精神に則り行動するものとする。

24.	 緊急仲裁人は、緊急仲裁決定を有効なものとすべ

くあらゆる合理的な努力を尽くすものとする。
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