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日本及び東南アジア諸国における裁判手続、仲裁手続の IT化 

昨年以来の COVID-19の世界的な感染拡大により、世界各国で程度の差はあれ、ロッ

クダウン等により移動が制限されている。多くの仲裁機関は、そのような状況でも仲裁

事件の審理を継続できるよう、いち早く IT 技術を導入してきた。仲裁手続の一部に IT

技術を採用した結果、通常どおりのタイムラインで事件進行した例もある。 

では、裁判手続はどうだろうか。本稿では、シンガポール、日本、タイ及びベトナム

における民事・商事紛争の裁判手続の IT 化の進展状況を調査し、それを仲裁手続（シ

ンガポール国際仲裁センターにおける仲裁手続）と比較した1。その概略を以下のとおり

紹介する2。 

1. 申立て（提訴）や書面提出に際して、電子提出は可能か。

SIAC 可能である 

当事者が特に合意する場合を除いて、申立時も含め、全ての書面につき電

子メールによる電子提出が可能であり、最も一般的な連絡手段となって

いる。他方、持参、郵送又は FAX による提出も規則上認められているが、

実際に使われることは極めて稀である。 

シンガポ

ール 

可能である 

一定の例外の場合を除き、提訴時も含め、全ての書面は、eLitigation のプ

ラットフォームを通じて、電子的に提出及び送達されなければならない。

eLitigation を通じて提訴できない場合や、当事者本人が提出する場合に

は、 “Service Bureau”と呼ばれる書面提出・送達機関を通じて提出するこ

とができる。 

日本 可能ではない 

提訴時、全ての書面は直接持参又は郵送により提出されなければならな

い（提訴にファクシミリは使用不可。）。その後の主張書面の提出について

は、ファクシミリ、郵送又は直接持参による提出が可能である。 

タイ 可能である 

1 本稿でシンガポールの裁判所に関する情報を提供していただいた Allen & Gledhill LLP の

Loong Tse Chuan 氏及び同氏のチームにはこの場を借りて感謝申し上げる。 
2 シンガポール国際仲裁センター（SIAC）仲裁規則（第 6 版、2016年 8 月 1 日）を参照。
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電子提出は義務的ではなく、直接提出の代替手段とされている。電子提出

も可能とされてはいるものの、電子提出システムの安定性の問題から、現

在も直接提出が一般的である。 

 

ベトナム 可能である 

電子提出は、直接提出及び郵送提出と並んで、裁判手続での書面提出方法

として認められている。もっとも、実際には、電子提出ではなく郵送によ

り書面を提出することが通常である。電子提出が広く利用されていない

理由は以下のとおりである。 

(i) 電子提出を行う場合でも、訴状や関連書面のハードコピーの提出が必

要であること。 

(ii) 地方裁判所では、技術や IT設備が不足しているため、現時点では、電

子提出の利用が制限されていること。 

(iii) 電子署名の認証を受けている当事者はほとんどいないこと。 

 

2. 手続において電話会議又はビデオ会議システムの利用は可能か。 

SIAC 可能である 

仲裁廷は、「利便性があり適切と思われるいかなる手段によっても」ヒア

リングを開催することができ、柔軟に運用されている。コロナ禍以前も電

話やビデオ会議システムが広く利用されていたものの、審理の内容は手

続的な点に限られていた。コロナ禍以降は、証拠に関する審理でもビデオ

会議システムの利用が広く認められるようになり、ニューノーマルとし

て定着してきた。 

 

シンガポ

ール 

可能である 

コロナ禍以前は、ビデオ会議システムによるヒアリングは、手続的な審理

に限られていた。コロナ禍以降は、実体的な審理、ケースマネジメント会

議、プレトライアル会議、公開法廷で審理されない事項もビデオ会議シス

テムを利用して行われている。コロナ禍以前は、手続的な審理を電話会議

システムで実施していたこともあったが、ビデオ会議システムが容易に

利用可能となったため、現在では電話会議システムを利用する審理は非

常に少なくなった。 

 

日本 可能であるが、限定的である 

争点及び証拠を整理する手続では、(i) 当事者が遠隔の地に居住するとき

その他相当と認める場合、かつ、(ii) 相手方が期日に出頭している場合に

は、電話会議システムを利用することができる。2020年 2月からは、同

じく争点及び証拠を整理する手続において、ビデオ会議システムの利用
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が始まり、利用できる裁判所の数も徐々に増加している。また、ビデオ会

議システムを利用できる手続の拡大も予定されている。 

 

タイ 可能である 

ビデオ会議システムによる証拠調べや証人尋問を希望する当事者は、プ

レトライアル会議の期日までに、対象となる証拠や証人を法廷で取調べ

できない理由を記載した申請書を裁判所に提出しなければならない。

2020 年 9 月 30 日からは、判決言渡し、調停期日、プレトライアル会議

又はケースマネジメント会議、遺言検認審理等のその他の裁判手続をビ

デオ会議システムで行うことができるようになった。しかし、バンコク以

外の裁判所の一部では、リソースの問題でビデオ会議システムを実施で

きない可能性があることに留意されたい。 

 

ベトナム 可能ではない 

現在、電話又はビデオ会議システムで実施可能な裁判手続はない。 

 

3. 期日において当事者本人及び代理人の対面出席を求める法令等は存在するか。 

SIAC 存在しない 

SIAC 仲裁規則は、審理方法を規定していない。 

 

シンガポ

ール 

存在しない 

証拠法が法廷で証言を行う証人に関する規則を定めている。しかし、別

途、法律により、内容や手続を問わず、ビデオリンクシステム、テレビリ

ンクシステム又はその他の電子的な通信手段により審理を行うことが特

別に認められている。 

 

日本 存在する 

民事訴訟法では、裁判所が、電話会議システム・ビデオ会議システムの利

用、又は、法廷外での証拠・証取調べを命じた場合を除き、当事者又はそ

の代理人による期日での法廷への出頭、及び、当事者本人又は証人による

証人尋問での法廷への出頭を義務付けている。 

 

タイ 存在する 

民事訴訟法（1935 年 6 月 20 日施行）では、全ての裁判期日について物

理的な実施を義務付けている。しかし、最高裁判所長官の指令により、

2020 年 9 月 20 日から、裁判所が適切と判断した場合や、利便性や費用

の観点から当事者より要請があった場合には、裁判所は電子的な手続実

施が可能となった。 
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ベトナム 存在する 

民事訴訟法では、関係当事者又はその代理人が期日での法廷への出頭を

義務付けている。 

 

4. 証人尋問は対面で行うか、遠隔実施も可能か。 

SIAC ハイブリッド型 

仲裁廷が諸事情を勘案の上で判断するため、仲裁廷の判断によるが、対面

実施と遠隔審理を組み合わせて実施することも極めて一般的である。 

 

シンガポ

ール 

ハイブリッド型 

裁判所が証人の証言態度を直接評価できるよう、通常、証人尋問は対面で

実施される。しかし、証人がシンガポール国外に所在する場合には、裁判

所は証人が遠隔で証言することを許可できる。海外に所在する証人に遠

隔での証言を許可する際、裁判所は以下を考慮する。 

(i) 証人がシンガポールで証言できない理由 

(ii) 証人の証言場所における設備や技術面での状況 

(iii) 訴訟当事者が不当に不利になるかどうか 

海外所在の証人が遠隔で証言するためには、裁判所による許可取得のた

めの申請を行う必要がある。 

 

日本 原則として対面型 

現在、一般的に証人尋問は対面で実施されている。証人が遠隔地に居住す

る場合には、証人が最寄りの裁判所に出頭し、受訴裁判所にいる当事者と

テレビ会議システムで接続して証人尋問を行うことができる。 

 

タイ 対面型 

多くの事件において、証人尋問はいまだ対面で行われている。 

  

ベトナム 対面型 

対面での証人尋問のみ認められている。 

 

5. 直近で導入された IT化の内容 

SIAC SIAC は、現在、2016 年版仲裁規則の改訂作業中である。次の第 7 版で

は先駆的な改訂が期待されており、規則改訂実行委員会、及び、新しいテ

クノロジーや手続に関する小委員会を設置している。 

 

シンガポ

ール 

現在施行中の内容は以下のとおりである。 
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• Supreme Court Digital Transcription System では、記録係が法廷

に物理的に立ち会う必要がないよう、遠隔での記録を可能とし、期

日進行を電子記録化する。 

• SG Court Mobile Appにより、ユーザーは携帯電話から事件ファイ

ル、期日予定表、今後の審理予定、期日場所の情報にアクセスでき

る。 

• 6 つのテクノロジー裁判所では、ビデオ会議用のプラズマスクリー

ンやビデオカメラなどの最新テクノロジーが導入されている。また、

立体的な物やハードコピー文書の画像を撮影して拡大できるビジュ

アライザーも用意されている。 

 

日本 以下の段階的導入が予定されている。 

• e法廷により、時間と費用削減のため、民事訴訟手続での当事者によ

るウェブ会議システムの利用を拡大する。 

• e提出は、24時間 365日のオンライン提出を可能にする。 

• e 事件管理により、オンラインで提出された訴状や答弁書等、期日

の日時等の事件関連情報に、当事者が電子的にアクセス可能となる。 

 

タイ 「D-Court 2020」の方針の下、以下の段階的導入が予定されている。 

(i) e-Filing による訴状、答弁書、その他の文書の電子提出 

(ii) Case Information Online Service (CIOS) は、本来、裁判情報・

召喚状の送達状況・予定期日・判決や命令の管理、事件確定証明

書の検索や写しの取得等を行うシステムであるが、2020 年には

手数料を要しない書面の提出の機能が追加された。 

(iii) Tracking System では、一般市民が事前登録なしに裁判の進捗

を確認できる。 

(iv) e-Noticeでは、新聞の代替手段として、書面の送付や裁判所の期

日の予定の発表（遺言検認申立等の特定の種類の事件に必要とな

る）を電子的に行うことができる。 

(v) VDO conference によるオンラインでの会議、調停期日、証人尋

問その他の裁判手続 

 

ベトナム 裁判手続におけるテクノロジーの利用はいまだ非常に限られている。最

も新しい点としては、前記の電子提出（ただし、実務上あまり利用されて

いないことは前記のとおりである）及び裁判所ウェブサイト上での判決

の公開が挙げられる。 
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以上の比較が示すとおり、シンガポールを除いた、日本、タイ及びベトナムの裁判所

では、裁判手続の IT化は、様々な側面でまだ道半ばという状況である。特に、この 1年

は、手続を円滑に進行させるための IT 化の遅れにより、裁判手続では仲裁手続以上に

遅延が多くみられた。これだけを理由として仲裁事件が激増することは考えられないも

のの、当事者が紛争解決機関を検討するに際して、この点は参考になると思われる。 
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