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Legal Insights 

シンガポールにおける成功報酬

日本との共通点と相違点

2022 年 5月 4日以降、シンガポールの弁護士資格者及び一定の登録外国法事務弁護士（以

下「シンガポール法弁護士」といいます。）は、シンガポール国内外の一定の紛争関連手続

における弁護士報酬に関して、依頼者との間で、いわゆる成功報酬制度の一類型である条

件付報酬契約（conditional fee agreement のことで、以下「CFA」といいます。）を締結で

きるようになりました。しかしながら、シンガポールにおいては、完全な成功報酬型契約

（contingency fee agreement のことで、損害ベースの報酬契約（damage based agreement）

として知られています。以下「DBA」といいます。）を締結することは、引き続き、厳に禁

止されています。これは、訴訟手続に関して成功報酬の利用を歴史的に許容してきた日本

とは対照的です。 

 

本稿では、シンガポールにおける CFA の特質を、日本において一般的に利用されている成

功報酬との比較の観点から見ていきます。 

条件付報酬契約とは何か？

CFA は、1966年弁護士法（Legal Profession Act。以下「LPA」といいます。）115A 条 1項

において以下のとおり定義されています。  

an agreement relating to the whole or any part of the remuneration and costs in 

respect of contentious proceedings conducted by a solicitor, a foreign lawyer, or a 

law practice entity, which provides for the remuneration and costs or any part of them 

to be payable only in specified circumstances, and may provide for an uplift fee  

 

事務弁護士（ソリシタ）、外国法事務弁護士又は弁護士業を営む事業体が行う争訟
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手続に関する報酬及び費用の全部又は一部に関する契約で、特定の状況においての

み報酬及び費用又はそれらの一部が支払われるとする旨を定め、かつ、報酬金（uplift 

fee）について定めることができるものをいう。 

 

このように、CFA とは、弁護士報酬や費用（例えば当座払いの費用など）について、クラ

イアントの支払義務を発生させる「特定の状況（specified circumstances）」、及びこれが発

生した場合に支払われるべき金額に関する、法律事務所とそのクライアントとの間の契約

をいいます。 

 

CFA の利用は、シンガポール国内外で行われる仲裁や関係する裁判及び調停手続といった

「争訟手続（contentions proceedings）」の中で提供される法的サービスに関してのみ許容

されます（詳細は、後記の表 A をご参照ください。）。シンガポールの法律において、「特定

の状況」の範囲は画定又は限定されていませんが、例えば、友好的な和解の成立、差止命令

の獲得、請求を認める裁定の獲得、及び、一定の支払命令の獲得が考えられます。 

 

シンガポールにおいて許容される CFA の例（2パターン）を挙げると、以下のとおりです。 

 

完全成功報酬（No Win No Fee） 

基本報酬（ベンチ

マークフィー） 

特定の状況 勝ち 負け 

1 時間あたり 1,000

シンガポールドル 

相手方の請求が棄

却 

50％＋基本報酬額 0 

➔ 弁護士は、特定の状況が実現した場合（すなわち「勝ち」の場合）に、実働 1 時間あ

たり 1,500 シンガポールドルを請求できるとするものであり、報酬の支払期限は特定

の状況が実現する案件終結時に到来します。 

➔ 特定の状況が実現しない場合（すなわち「負け」の場合）は、提供した全てのサービス

についての報酬を一切受け取ることができません。 

➔ このパターンでは、弁護士は訴訟に係るリスクを全面的に負い、「勝ち」の場合のみ、

案件終結時に弁護士報酬（もしあれば）を受け取ることができます。 

 

減額成功報酬（No Win Less Fee） 

基本報酬（ベンチ

マークフィー） 

特定の状況 勝ち 負け 

1 時間あたり 1,000

シンガポールドル 

相手方の請求が棄

却 

30％＋基本報酬額 基本報酬額の 70％ 
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➔ 弁護士は、特定状況が実現した場合（すなわち「勝ち」の場合）に、基本報酬として実

働 1時間あたり 1,000シンガポールドル、また報酬金として 1時間あたり 300シンガ

ポールドルを請求できるとするものです。 

➔ 特定の状況が実現しない場合（すなわち「負け」の場合）は、実働 1 時間あたり 700

シンガポールドルのみ請求することができます。 

➔ このパターンでは、弁護士は訴訟に係るリスクを部分的に負い、係争期間中に割り引

かれた弁護士報酬を受け取ることができ、「勝ち」の場合には、案件終結時に報酬金

（もしあれば）を受け取ることができます。 

 

シンガポールの CFA の主な特徴は、弁護士報酬の金額が当事者間で合意された案件の結果

次第で増減されはするものの、後述する「成功報酬型」のように依頼者が回復できた金額を

基準または条件として計算されてはならないところにあります。 

 

CFA を理解するにあたっては、以下のような特徴も参考になります1。  

(a) CFA は、従来の報酬体系に代わるものとして意図されたものではなく、弁護士と依頼

者との間の報酬体系につき、新たな選択肢を与えることを意図したものです。 

(b) 状況に応じて、受任した業務のうち一部については従来の報酬体系を、他の部分につい

ては CFA を用いるなど、当事者間で個別に合意することが可能です。  

(c) CFA の範囲に費用の支払も含めるか否かを、当事者間で合意することも可能です。 

 

日本における成功報酬

成功報酬は、中国本土、韓国及び日本を含む多くの大陸法系の法域だけでなく、米国やイ

ングランド、ウェールズといったコモン・ロー法体系の法域においても、禁止されるもの

ではありません。直近では、香港において、CFA 及び成功報酬型契約（とりわけ DBA やハ

イブリッド DBA として知られるもの）の利用を容認する旨の法案が可決されました。これ

は、主要な仲裁拠点として目される香港の地位を強化するための施策の一環であると考え

られます。 

 

日本においては、弁護士会による報酬基準が 2004 年 4 月に廃止されるまで、訴訟手続に

関しては成功報酬が一般的でした。弁護士会の報酬基準の下では、弁護士費用は着手金と

成功報酬金で構成されており、着手金は係争額を基準に計算され、弁護士が着手した時点

で、事件の結果に関係なく支払われるもので、成功報酬金は訴訟手続の結果として依頼者

が回復できた金額を基に計算されるものです。 

 
1 https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches/2022-01-12-second-reading-speech-by-second-mi

nister-for-law-edwin-tong-on-legal-profession-amendment-bill（項目 35） 
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2004 年 4月に弁護士会の報酬基準が廃止されてからは、時間単価を基準とする弁護士報酬

体系が出現しましたが、日本国内における訴訟手続に関しては、引き続き、成功報酬も使

われています。この点は、訴訟手続において過去も現在も時間単価を基準とする報酬体系

が一般的であるシンガポールとは対照的といえます。 

結論 

新たに CFA の利用が許容されたことによって、シンガポール法弁護士は、事件の結果に関

係なく支払われる料金（1時間あたりの料金や固定費、上限額を設けた料金）に基づいた従

来の報酬体系に比べて、より魅力的な報酬体系を依頼者に提供することが可能になりまし

た。この点からは、シンガポール法弁護士にとって、今回の改正は、望ましい進展であると

言えます。また、CFA の条件設定の仕方によっては、弁護士が訴訟リスクの全部又は一部

を負うようにすることが出来るため、依頼者にとっては、法的サービスの資金を考える上

で新たなオプションを与えるものです。とはいえ、DBA を代替の報酬体系として利用する

ことを可能としている米国、英国、香港、日本といった他の主要法域に比べると、シンガ

ポールにおける報酬体系は依然として制限が多く、この点で競争力に欠けるものとなって

います。 

 

CFA を許容する新法が成立した際は法曹界で話題になったものの、実務への広がりはまだ

見られません。2017年に国際仲裁手続における第三者による資金提供（third party funding）

が認められた時と同様に、シンガポールでは、この分野における法規制の緩和が段階的に

進められていくことが予想されます2。こうした動きはシンガポールが国際的な潮流の中で

各国の動向や実務に合わせていくために必要であり、また、シンガポール法弁護士が競合

する他の主要法域の弁護士と弁護士報酬の点でも競争できるようにするためにも必要と考

えられます。 

 

表 A 

「争訟手続（contentious proceedings）」3とは、以下をいいます。  

(a) シンガポール国内外における仲裁手続 

(b) 仲裁に付すための訴訟手続の停止の申立てや仲裁合意書又は仲裁裁定の執行の申立て

を含む、仲裁に伴うシンガポール国内外における裁判所手続 

(c) シンガポール国際商事裁判所（SICC）（及びその控訴審）に提起され、係争中の手続 

(d) 上記に起因して又は上記に何らかの形で関連して生じる調停手続 

 
2 https://www.mlaw.gov.sg/news/parliamentary-speeches/2022-01-12-second-reading-speech-by-second-mi

nister-for-law-edwin-tong-on-legal-profession-amendment-bill（項目 30） 
3 LPA115B条 6項。 
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(e) 予備的及び事前準備のための助言その他の上記のいずれかの手続を開始する前段階で

提供される法的サービス

(f) 請求又は紛争の交渉及び和解
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