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Special Edition: Vol.10（June 2020） 

 

国際仲裁におけるシールド・オファーの活用 

～費用削減のための戦略ツールとして～ 

 

 

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大により、世界経済は大きな打撃

を受けています。多くの企業が、こうした景気悪化の局面では、支出を抑えて現金を確

保することに注力するため、企業の紛争対応における戦略にも直接的な影響があります。

仲裁手続の予定がある又は現在仲裁手続を抱えている企業は、仲裁に伴う費用を削減で

きる戦略につき考慮する必要があります。和解による解決が俎上にある場合には、仲裁

費用を減らす一つの方法として、「カルダバンク（Calderbank）」もしくは「シールド

（sealed）」和解オファーを活用することが考えられます（以下「シールド・オファー」

といいます。）。シールド・オファーは、イングランドにおける訴訟に起源をもち、その

名称は英国の控訴院の有名な判例「カルダバンク対カルダバンク事件（1975 年）」

（Calderbank v Calderbank [1975] 3 All ER 333 (EWCA)）に由来します。 

シールド・オファーは、日本の当事者間では、殆ど利用されませんが、英国、オース

トラリア、カナダ、シンガポール及び香港といった英米法法域の諸外国の当事者がいる

紛争では頻繁に利用されています。 

本稿では、シールド・オファーの性質、利点及び利用する際の実務上の注意点につい

て、将来及び現在進行中の仲裁手続の観点から説明します。 

 

シールド・オファーとは何か 

 

シールド・オファーは、通称カルダバンク・オファーとも呼ばれ、「費用以外の点

については他の法的権利に影響を与えない（without prejudice save as to costs）」と

する前提で行われる和解提案の一種です。 

和解提案を、「他の法的権利に影響を与えない（without prejudice）」前提で行うこ

との意味は、当該和解提案は、仲裁における当事者の権利又は請求に何ら不利益を与

えない形で行われるということであり、仲裁手続における証拠として提出することは

できないことを意味します。他の和解提案方法とシールド・オファーとの違いは、「費

用以外の点については（save as to costs）」という除外文言の部分にあります。「費用

以外の点については（save as to costs）」という文言があることにより、当該和解提

案は、費用負担の決定が争点となる場合を除いて、仲裁廷に開示できないことを明ら

かにするために用いられます（逆に言えば、費用が問題となる場合には、仲裁廷に開

示できるという前提であるということになります）。 
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シールド・オファーはいつ、どのように利用するのか 

 

現在進行中又は将来の仲裁手続のいずれの当事者も（以下「提案者」といいます。）、

他の当事者（以下「被提案者」といいます。）に対して、当該紛争の最終かつ終局の

和解提案を行う旨の意思表示をし、実際に申込むことで、シールド・オファーを提示

することができます。 

被提案者が当該シールド・オファーを承諾した場合、当該紛争又は手続は、和解に

よって当該シールド・オファーの条件に基づいて終結することになります。 

被提案者が承諾せず、被提案者が勝訴し、かつ、被提案者に対して提案額を下回る

額の決定を仲裁廷が行ったときは、提案者は、当該シールド・オファーの存在及びそ

の条件を仲裁廷に対して開示することができます。 

そして、提案者は、以下のような理由に基づき、被提案者が勝訴したものの、当該

シールド・オファーを行った日以降に提案者に生じた費用につき、被提案者が支払う

べき旨を仲裁廷に申し立てることができます。 

 被提案者は（決定額を上回る金額の提案を受けた）当該シールド・オファー

の時点でこれを承諾すべきであった 

 被提案者が当該シールド・オファーを承諾していれば、当事者は当該シール

ド・オファーが行われた日以降に生じた費用を節約することができたはずで

あった 

仲裁廷はこうした申立を受けて、費用に関して当該シールド・オファーを考慮に入

れるべきか否かを検討し、考慮すべきとする場合は、いかなる範囲で考慮すべきかを

検討することになります。 

 

シールド・オファーの実際の流れを以下の事例を使って見てみましょう1。 

 

A 社は、B 社に対して、請求額 10 百万米ドルの仲裁を申し立てました。手続が開

始して 4ヶ月経過した時点で、B 社は和解金 7百万米ドルのシールド・オファーを A

社に対して提示しました。A 社はこれを断りました。その後も手続が進み、シールド・

オファーが行われた日以降、A 社と B 社それぞれに 1百万米ドルの経費が発生しまし

た。仲裁廷は A 社の請求を認め、B 社に対し、A 社に 6 百万米ドルを支払うことを命

じる仲裁判断を行いました。B 社は、仲裁廷が費用について決定する前に、仲裁廷に

対してシールド・オファーを開示しました。仲裁廷は、シールド・オファーの内容を

も考慮し、A 社はシールド・オファーを受け入れるべきだったとして、A 社に対し、

シールド・オファーの提示後に生じた両当事者の費用を負担するよう命じました。 

 

 
1 これは費用負担に関しては、B社にとって最良のシナリオということになります。シー

ルド・オファーに基づいて提案者に認められる費用の額は、仲裁廷の裁量に基づき決定さ

れることになります。 
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この事例からすると、シールド・オファーを戦略的な費用削減のツールとして利用

することにより、B 社は、（シールド・オファーの提示日以降の）費用負担を A 社に

移転し、損失の軽減に成功したことになります。 

 

シールド・オファーを利用する 3つの利点 

 

a) 和解提案を行うことにより権利が損なわれることはないこと 

和解提案を自ら持ち掛けることで仲裁廷の心証が自身の立場に不利に働かないか、

という点が懸念されるかもしれません。しかしながら、シールド・オファーは、仲裁

判断の決定前に仲裁廷に開示されることはないため、この点を懸念する必要はないと

いうことになります。 

b) 費用の削減 

上記のとおり、シールド・オファーを行う側は紛争を解決しつつ、多額の費用を削

減する機会を得ることになります。 

c) 和解の動機付け 

シールド・オファーを拒絶することで生じ得る潜在的な費用の負担の増加という考

慮から、被提案者が真剣に和解を検討する動機付けとなります。 

 

国際仲裁におけるシールド・オファーの利用に関するルール 

 

シールド・オファーの概念は、英国の訴訟にその起源があるものの、最近では国際

仲裁の場で利用されることが増えてきました。シールド・オファーの利用に関し、主

要な仲裁機関の規則には明示的な規定は存在しませんが、国際商業会議所（ICC）等

の仲裁機関は、仲裁廷に対し、費用の負担を命じる際に、一定の状況下において、当

事者間に存在した不成立の和解交渉及び／又は拒絶されたシールド・オファーを考慮

することを認めています2。 

また仲裁廷は、費用負担の決定に関して広範な裁量を有しているところ、その裁量

の中でシールド・オファーを考慮することが出来るという点については、一般的コン

センサスがあります。ベストのシナリオとしては、初回の事案整理のための審問期日

において、当事者がシールド・オファーの利用に合意し、その点を付託事項書（terms 

of reference）に含めることが考えられます。これが出来ない場合でも、仲裁手続の

過程でシールド・オファーを提示することは可能ではあるものの、この場合、仲裁廷

がそれを考慮に入れるか否かは、仲裁廷の裁量に任せられることになります。 

 

 

 

 

 
2 ICC委員会報告書－国際仲裁における費用の決定について（2015 年、第 2 号）第 100 項

（ICC Commission Report – Decisions on Costs in International Arbitration (2015, Issue 2), 

paragraph 100）をご参照ください。 
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シールド・オファーを利用する際の実務上の注意点 

 

 シールド・オファーの利点を享受するためには、シールド・オファーを行う

前に弁護士の助言を求めることが重要です。 

 シールド・オファーを行うか否かを検討する際、自身の事案・勝ち目を早い

段階で検討されることをお勧めします。これにより、オファーを行うべきか

否かの判断ができるだけでなく、いかなる金額においてオファーを申し出る

のが良いかも判断することができます。 

 双方の当事者は、（往々にして提案者に不利に働いてしまう）仲裁廷の予断を

回避するため、請求の実体についての最終判断がなされるまで、一切の和解

提案が仲裁廷に開示されないように慎重を期す必要があります。 

 

シールド・オファーの「5W」 

 

What なにを 「費用以外の点については他の法的権利に影響を与えない」状態

での和解提案 

Where どこで 訴訟（英米法法域の多くの諸外国）及び国際仲裁（仲裁廷の裁量

次第）の場 

Who だれが 紛争当事者であれば誰からでも行うことが可能 

When いつ オファーによる費用削減を最大限得るためには、できる限り早い

段階が望ましい 

Why なぜ 和解提案が行え、かつ、費用を削減できる 

 

結び 

 

最終的には、シールド・オファーの提示又は拒絶に際しては、個別の事案における

請求の実体及び当事者双方に発生しうる費用の慎重な見極めを行うことが鍵になり

ます。手続の初期の段階、すなわち多額の費用が発生する前の段階で提案することが

できれば、大きな削減が期待できることになります。こうしたシールド・オファーは、

タイムリーかつ戦略的に用いることができれば、費用管理の有用なテクニックの一つ

となるものであり、当事者は費用の削減を図りつつ、スピーディーで平和的な紛争解

決を模索することができます。 
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※当事務所は、シンガポールにおいて外国法律事務を行う資格を有しています。シン

ガポール法に関するアドバイスをご依頼いただく場合、必要に応じて、資格を有す

るシンガポール法事務所と協働して対応させていただきます。 
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