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開催：2020 年 12 月 2 日（水） / December 2, 2020

国際的な取引における紛争解決手段として、国際調停が注目を集めています。
国際調停は、当事者の合意による紛争の友好的解決を目指す手続であり、国際訴訟や国際仲裁と比較して、経済的、
迅速かつ実効的に紛争を解決できることにその特色があります。国際調停を巡る環境の変化は著しく、2020 年 9 月には、
和解合意の国際的な執行を可能とするシンガポール調停条約が発効しており、また、同日、シンガポール国際調停センター

（Singapore International Mediation Centre, SIMC）と京都国際調停センター（JIMC-Kyoto）は、コロナ禍におけるオン
ラインによる紛争解決を可能とする JIMC-SIMC Joint Covid-19 Protocol に関する覚書に署名しています。国際的に活躍
される日系企業にとって、その最新動向を把握しておくことは重要と思われます。

本ウェビナーでは、SIMC の CEO である Chuan Wee Meng 氏を招き、国際調停に関する最新の動向を解説いただくと共に、
国際紛争解決に関して豊富な経験を有する Tay Yong Seng シンガポール弁護士、村川耕平弁護士及び松下外弁護士を交え、
国際調停の利活用に関する実務上の留意点について、パネルディスカッションを行います。

Chuan Wee Meng 氏による講演及びパネルディスカッションは英語にて行われますが、講演におけるプレゼンテーション
資料には、日本語による説明文も併記されます。また、ウェビナーの冒頭では、松下外弁護士より、国際調停に関する
基本的な情報を日本語でご説明しますので、特段の基礎知識なくご参加いただけます。奮ってご参加ください。

In recent years, international mediation has been attracting a great deal of attention as a means of dispute resolution in 
international transactions. International mediation is a procedure for the amicable resolution of disputes by agreement 
between the parties. It enables the parties to resolve disputes more economically, expeditiously and effectively than 
international litigation or international arbitration.

The environment for international mediation is evolving rapidly: in September 2020, the Singapore Mediation Convention, 
which makes it possible to enforce settlement agreements internationally, came into force. On the same day, the Singapore 
International Mediation Centre (SIMC) and the Kyoto International Mediation Centre (JIMC-Kyoto) signed a memorandum 
of understanding on the JIMC-SIMC Joint COVID-19 Protocol designed to facilitate online dispute resolution during the 
COVID-19 pandemic. 

This webinar will provide participants with the latest practical information on international mediation. Mr. Chuan Wee 
Meng, CEO of SIMC, will provide an overview of the latest developments in international mediation, and will join a panel 
discussion by Mr. Tay Yong Seng, Mr. Kohei Murakawa, and Mr. Gai Matsushita, all of whom have extensive experience 
in the field of international dispute resolution, to provide practical advice on the use of international mediation. 

Mr. Chuan’ s presentation will be in English, but Japanese explanations will be included in the presentation materials. 
In addition, Mr Matsushita will open the webinar with a presentation in Japanese on general knowledge of international 
mediation. No prior preparation or knowledge will be required to participate.
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開催日：2020 年 12 月 2 日（水）

主　催：渥美坂井法律事務所・外国法共同事業
               シンガポール国際調停センター（SIMC）

方　法：Zoom にて配信

時　間： 15:00 ～ 16:00（日本時間）
　　　　
受講料：無料

言　語：日本語・英語

講　師：
シンガポール国際調停センター（SIMC）CEO
シンガポール国弁護士・香港事務弁護士（ソリシター）※ 

Mr. Chuan Wee Meng

Allen & Gledhill LLP シンガポール国弁護士※ 
Mr. Tay Yong Seng

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 
弁護士　村川　耕平（第一東京弁護士会）

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 
弁護士　松下　外　 （第一東京弁護士会）

お申込期限：2020 年 12 月 1 日（火）
（視聴方法はお申込み後メールにてご案内いたします。）

* 誠に恐れ入りますが、お申込みが定員を上回った場合、
   ご希望に添えないことがございます。

日時・場所 ｜ DATE, TIME & VENUE

お問い合わせ先：　
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業　 広報部
E-mail: seminar@aplaw.jp
                                                            
                                                         

お申込み RSVP

Date：Wednesday, December 2, 2020

Hosted by：
Atsumi & Sakai 
Singapore International Mediation Centre (SIMC) 

Venue : by zoom 
               
Time：15:00 - 16:00 JST 
            
Attendance Fee：Complimentary

Languages：Japanese and English

Speakers :
Moderator
・Mr. Gai Matsushita, Of Counsel, Atsumi & Sakai
Panelists
・Mr. Chuan Wee Meng, CEO, SIMC
・Mr. Tay Yong Seng, Partner, Allen & Gledhill LLP
・Mr. Kohei Murakawa, Partner, Atsumi & Sakai
　  

* We apologize in advance that if the number of applications 
   exceeds the capacity, we may not be able to fulfill your request.

General Inquiries:  
PR Division, Atsumi & Sakai
E-mail: seminar@aplaw.jp

ウェビナー｜Webinar

※   但し、外国法事務弁護士の登録はありません。

If you wish to join the online webinar, please register 
in by Tuesday, 1 December  at the below link:

15:00-15:15　なぜ、国際調停なのか？ / Why International Mediation? 　
                          講師：松下 外　（※日本語により実施します） / by Mr. Gai Matsushita *in Japanese
15:15-15:30　調停 - 躍動感あふれる ADR / MEDIATION – “The Fast and the Furious” ADR　
                          講師：Chuan Wee Meng　（※英語により実施します） / Mr. Chuan Wee Meng  *in English
15:30-16:00　パネルディスカッション　（※英語により実施します） / Panel Session *in English
                         モデレーター / Moderator：松下 外 / Mr. Gai Matsushita
                          パネリスト / Panelists：Mr. Chuan Wee Meng, Mr. Tay Yong Seng, 村川 耕平 / Mr. Kohei Murakawa

プログラム / Programme
(Timings are in JST)

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3DwiffO3ThKEDlDYphXRzw
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3DwiffO3ThKEDlDYphXRzw
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コロナ禍における実効的な紛争解決手段としての国際調停の利用 
International mediation as an effective means of dispute resolution during the COVID-19 

   

 Chuan Wee Meng  
シンガポール国際調停センター SIMC 、CEO、シンガポール国弁護士・香港弁護士 ソリシター ※ 
CEO of SIMC 

ゼネラルカウンセルとして、約 30年間、北京、香港、シンガポールにおける豊富な勤務経験を有する。中国、香港、台湾、インド、日本、 
韓国、ASEAN、オーストラリア、ニュージーランドでの事業展開から生じる法的・規制上の問題について、主任弁護士として、多国籍
企業の幹部経営層に対してアドバイスしてきた。 
また、米中 JV の役員として、新興市場を巡る様々なリスクを、国際的なプラクティスにより管理してきた経験を有し、ハイリスクで将来
性の高いアジア太平洋市場では、持続的な事業成長を確実にするためには、創造性と清廉さのバランスが取れた強固な管理手法が 
必要であると確信している。 
アジア太平洋地域における豊富な経験を活かし、現在、SIMCを率いて、アジア太平洋地域における複雑で商業的な国境を越えた 
紛争を解決する手段としての調停手続を推進している。 
※但し、外国法事務弁護士の登録はない。 

Wee Meng is an experienced General Counsel with almost 30 years working in Beijing, Hong Kong and 
Singapore. He has advised senior leadership of MNCs as lead counsel on legal and regulatory issues 
arising out of doing business in China, Hong Kong, Taiwan, India, Japan, Korea, ASEAN, Australia and 
New Zealand. 
As an active board member of US-China JVs, he has managed a wide range of emerging market risks 
using international practices. He believes the high risk/high potential Asia Pacific markets require a 
robust management practice that balances creativity with integrity to ensure sustainable business growth. 
Leveraging his deep regional experience, he is currently leading SIMC to promote mediation to resolve 
complex, commercial cross-border disputes in the Asia Pacific region. 

 Tay Yong Seng 
Allen & Gledhill LLP、パートナー、シンガポール国弁護士※ 

Partner, Allen & Gledhill LLP 

世界的な金融機関、多国籍企業、政府機関等をクライアントに持ち、労働、代理・販売関係、合弁関係等を含む幅広い分野の 
商事紛争において、主任として活動している。 
国際仲裁業務にも注力しており、これまでに、航空会社、発電事業者、メディア、ヘルスケア企業等の代理経験を有する。また、日本の 
多国籍企業を代理して、2016年 SIAC簡易仲裁手続において勝利し、それに続く、シンガポール高等裁判所における仲裁判
断取消手続でも勝利した経験も有する。 
Legal Asia Pacificにおいて、商事訴訟実務家として、「卓越している」「ビジネスとは何か、ビジネスが何を望んでいるかを理解して 
いる」との評価を得ている。 
※但し、外国法事務弁護士の登録はない。 

Yong Seng acts as lead counsel in a broad spectrum of commercial disputes, including in the areas of 
employment, supply-distributorships and joint ventures. His clients include global financial institutions,  
multinational companies and governmental bodies. 
Yong Seng also has a busy international arbitration practice in which he has represented airlines, 
power generators, media companies and healthcare companies. He successfully acted for a Japanese 
MNC in one of the first arbitration under the 2016 SIAC Expedited Procedure, and subsequently 
defended the award in the Singapore High Court. 
The Legal 500 Asia Pacific recognises Yong Seng as a commercial litigator who "truly goes above 
and beyond" and "understands what the business is and what the business wants". 

■ 登壇者 / Presenter 



 

  ■ 登壇者 / Presenter 

 村川 耕平 / Kohei MURAKAWA 
弁護士（第一東京弁護士会）、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー・紛争解決プラクティスグルー
プマネージャー 
Partner and Co-Manager of Dispute Resolution Practice Group, Atsumi & Sakai 

弁護士及びイングランド及びウェールズ事務弁護士（ソリシター）※であり、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業のパートナー。 
また同事務所の紛争解決プラクティスグループのマネージャーを務める。日本、米国、カナダ、英国、ドイツ、ベルギー、クロアチア、 
シンガポール、韓国、タイ、マレーシア、インド、ミャンマー、オーストラリア、ニュージーランド、香港、中国、ロシアなど、数々の法域に 
関する国内外の仲裁、訴訟、調停、調査に豊富な経験を持つ。さらに国際貿易の実務に関しても深い知見を有している。 
一般社団法人日本商事仲裁協会の名簿仲裁人及び名簿調停人、Centre for Effective Dispute Resolution
（CEDR）認定調停人である。「The Legal 500 Asia Pacific 2020」、「The Best Lawyers in Japan 2021」、
「asialaw Leading Lawyers 2020」においても高く評価されている。 
※渥美坂井法律事務所弁護士法人はイングランド及びウェールズのソリシターズ・レギュレーション・オーソリティによる規制の適用を受けていない。 

Kohei Murakawa is an attorney admitted in Japan and England & Wales※, and a partner at Atsumi & 
Sakai. He is a co-manager of the Firm’s dispute resolution practice group. He has extensive experience  
in handling domestic and international arbitrations, litigation, mediation, and investigation related to a 
number of jurisdictions, including Japan, the US, Canada, the UK, Germany, Belgium, Croatia, Singapore,  
Korea, Thailand, Malaysia, India, Myanmar, Australia, New Zealand, Hong Kong, China and Russia, 
among others. He has a deep understanding of international dispute resolution.  
He is a registered mediator and arbitrator of the Japan Commercial Arbitration Association and an 
accredited mediator of the Centre for Effective Dispute Resolution. He is highly ranked by The Legal 500  
Asia Pacific 2020, The Best Lawyers in Japan 2021 and asialaw Leading Lawyers 2020.  
He is a registered mediator and arbitrator of the Japan Commercial Arbitration Association and an accredited 
mediator of the Centre for Effective Dispute Resolution. He is highly ranked by The Legal 500 Asia 
Pacific 2020, The Best Lawyers in Japan 2021 and asialaw Leading Lawyers 2020.  
*Atsumi & Sakai is not regulated by the Solicitors Regulation Authority for England and Wales. 

 
松下 外 / Gai MATSUSHITA 
弁護士（第一東京弁護士会）、渥美坂井法律事務所・外国法共同事業 オブ・カウンセル 
Of Counsel, Atsumi & Sakai 

コンピュータサイエンス（機械学習）を専攻した経験を活かし、侵害訴訟、審判事件等を含む知的財産関連の案件を広く取り扱う。 
AI・データ関連の案件にも注力しており、経済産業省「AI・データの利用に関する契約ガイドライン」（2018）の作業部会構成員も 
務める。 
また、日本国外を仲裁地とする国際仲裁事件などの国際紛争解決事件も取り扱っており、近時の取扱案件としては、JV契約違反が 
争われたSIAC国際仲裁事件がある。シンガポール国際仲裁センター（SIAC）の「SIAC Users Council Japan」のメンバーでもある。 
クライアントからは「特に技術分野での豊富な経験に加えて、深い法的知識を有している。依頼者を正しい方向に導く優秀な弁護士 
である」（Legal 500 Asia Pacific 2019）との評価を受けている。 

With bachelor’s degree in engineering (computer science), Gai handles a wide range of IP related disputes  
including IP infringement litigation and invalidation claims. He also focuses on AI and data related 
matters and has served as a drafting member of the Ministry of Economy, Trade and Industry’s 
“Contracting Guidelines on Utilization of AI and Data" (2018). 
Gai handles international dispute resolution including international arbitration seated outside Japan. 
He recently has successfully represented a Japanese company in an SIAC arbitration over an alleged 
breach of a JV agreement. He also is a member of the SIAC Users Council Japan. 
A client has remarked that Gai is “particularly experienced in the technical field while having a deep 
knowledge of law, he is an excellent lawyer who leads his client in the right direction” (Legal 500 Asia 
Pacific 2019). 




