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書評：イングランド及びウェールズにおける調停（あっせん）　著者：リース・ク
リフト

民事調停（あっせん）協議会の議長であるヘンリー・ブルック卿による書評：

「民事紛争を処理するための手段として利用される調停（あっせん）は、その初期
において進展が遅かったものとして把握されている。10年前、調停（あっせん）
は、その熱狂的な支持者らを基盤として小規模の産業界において成長を遂げたに過
ぎないものであった。更に、その支持者らは、必ずしも新しい観念を説得できる力
を備えた支持者ではなかった。リース・クリフト氏は、1998年に調停（あっせん）
委員としての資格を授与され、現在の調停（あっせん）市場において、非常に優秀
な調停（あっせん）委員であるという評判が築かれている。2006年及び2010年に執
筆された論文によって構成された彼の現行の書籍は、狂言の顕著な特徴は含まれて
いない。この書籍は、調停（あっせん）についての知識があるが、思い切って実践
していない者や、調停（あっせん）について相当に精通している者にとっても「必
読」のものである。

「訴訟当事者が調停（あっせん）について全く知識を有さないという状況は、もは
や過去のことである。クライアントは、紛争処理を目的として最新のサービスを受
けるに値するとともに、そのようなサービスの中には、対立する当事者に対して現
在利用可能な様々な紛争処理手段についての専門的知識が含まれていなければなら
ない。本書籍は、明らかな疑問に対する答えを示唆している。すなわち、－調停（
あっせん）は、訴訟及び仲裁と比較し、どのように異なるのか？調停（あっせん）
は、どのように準備すべきであるのか？調停（あっせん）では、一体何が行われる
のか？調停（あっせん）手続きの長所、短所は何か？調停（あっせん）が、両当事
者による和解協議よりも有効であるという確実な証拠は何か？－等の疑問に対して
答えているのである。」

「多数の調停（あっせん）委員らは、合意協定を導くこのような優秀なシステムが
定着するまでに長い時間を要したことに困惑している。経験の豊富な調停（あっせ
ん）委員なら誰でも、協議が促される忙しい１日が合意書の署名によって終了する
ときに当事者が浮かべる安堵及び喜びの表情を見たことがある。本論文の筆者は、
良い観念が最初は無視され、後に敵意又は嘲りをもって扱われ、最終的に主流な考
えの一部を構成するに至るということが、いかに頻繁に起こっているかについて説
明している。」

「2011年4月、調停（あっせん）に関する欧州指令が施行されている。同時期に出版
された司法省の調査報告（Ministry of Justice Consultation Paper）では調停（あっせ



ん）の重要性を強調していた。そこでは、他の省庁でも多大な時間及び費用が必要
とされる強制的な解決策よりも、むしろ合意に基づく解決をいずれの当事者に対し
てでも追求するように促しているとの理解であった。その意味において、この優れ
た書籍の出版は非常に時宜的なものとなるであろう。」

ハーバード大学、ケネディースクール、バージニア・A・グレイマン氏による書評：

「リース・クリフト氏による書籍：イングランド及びウェールズにおける調停（あ
っせん）は、紛争処理に関心がある者、並びに、仲裁及び裁判所など、多大な費用
がかかる法的手続きに対する有力な代替手続きを開発中の者にとって必読となるで
あろう。」

「国際商事における調停（あっせん）委員として著しく豊富な経験を有する著者
は、調停（あっせん）が、保険契約の範囲に係る紛争、沖合建設事業、主要金融機
関に対する集団代表訴訟などの幅広い問題についての複雑な紛争を解決するのに
役立つという素晴らしい有用性について、実践的な概説を提供している。また、彼
は、調停（あっせん）及び仲裁の重要な相違点、並びに、なぜ調停（あっせん）が
より効果的な紛争処理手続きであるかについて、優れた論評を行っている。」

「調停（あっせん）が普及し続け、世界中で認知されるようになるにつれ、本書で
強調されているように、調停（あっせん）という重要な紛争解決手法の決定的な利
点を理解することは極めて重要である。」



Book review: Mediation in England and Wales by Rhys Clift

By Sir Henry Brooke, Chairman of the Civil Mediation Council:

“Mediation, as a means of resolving civil disputes, has been a slow starter. Ten years ago 
it throve in a small world largely populated by zealots, and zealots are not always the 
most persuasive advocates of new ideas. Rhys Clift qualified as a mediator in 1998, and 
he has now built up a formidable reputation in the mediation marketplace. His present 
book, composed as it is of papers written in 2006 and 2010, has none of the hallmarks 
of zealotry. It is a ‘must read’ for anyone who has heard about mediation but has not yet 
taken the plunge – and for fairly advanced swimmers as well.

“It is no longer open to the litigator to know nothing about mediation. His or her clients 
deserve a modern dispute resolution service, and such a service must include expert 
knowledge of the different methods of dispute resolution now available to parties in 
conflict. This book provides answers to the obvious questions: How is mediation different 
from litigation or arbitration? How should one prepare for a mediation? What happens at a 
mediation? What are the strengths and weaknesses of the process? What are the tell-tale 
signs that a mediation may be more productive than a bipartite settlement meeting?

“Many mediators are puzzled that such an excellent way of bringing about an agreed 
closure has been so slow to catch on. Every experienced mediator has witnessed the relief 
and pleasure on parties’ faces when a hard day of facilitated negotiation ends in a signed 
agreement. The author explains how often good new ideas start by being ignored, may 
then be treated with hostility or derision, and finally form part of mainstream thinking.

“April 2011 saw the implementation of the EU Mediation Directive. It saw the publication 
of a Ministry of Justice Consultation Paper containing a very marked emphasis on the 
importance of mediation. It is seeing other departments urging parties everywhere to 
seek consensual solutions, rather than go down the slow, expensive path towards an 
imposed solution. In such a context the publication of this excellent short book is very 
timely.”

By Virginia A. Greiman, Harvard University, Kennedy School of Government:

“Rhys Clift’s book on Mediation in England and Wales is essential reading for all 
those interested in conflict resolution, and developing a powerful alternative to costly 
adversarial processes such as arbitration and the courts.

“The author, who brings his extensive experience as an international commercial mediator 
provides a practical overview of the tremendous value that mediation contributes to the 
resolution of complex disputes on a wide range of matters including insurance coverage 
disputes, off-shore construction, and class actions against major financial institutions. 
He provides an excellent review of the important differences between mediation and 
arbitration and why mediation is a more effective dispute resolution process.

“As mediation continues to expand and is recognized around the world, it is vital to 
understand the critical advantages of this important methodology for conflict resolution 
as highlighted in this book.”



日本語版出版によせて

本著作は、「イングランド及びウェールズにおける調停（あっせ
ん）」の４番目の刊行物である。原著は英語にて出版された。翻訳
版として、すでに仏語及び伊語が刊行されている。

本著作は、原著である英語と、その日本語訳から成り立っている。
ここで、日本語訳作成にあたり尽力してくれた、東京赤坂所在の本
間合同法律事務所（Homma & Partners）所属の菊地正登弁護士に、
特に感謝の意を表したい。

調停（あっせん）に関する欧州指令が、２０１１年夏までに、欧州
連合において実施されることとなっていた。イングランド並びに
ウェールズにおいて、調停（あっせん）及び裁判外紛争処理手続
（ADR）を、民事司法の中心とさせる同欧州指令の実施と同時に原
著英語版及びこれに続く仏語及び伊語の翻訳版が準備された。

法的紛争に携わる者が、当該紛争が解決される手続について理解す
ることは、常に重要なことであり、調停（あっせん）についても例
外ではない。筆者は、これら一連の翻訳がかかる理解を促進させる
ものであることを願うものである。

リース・クリフト

２０１１年９月



Preface to the Japanese Edition

This is the fourth in our series “Mediation in England and 
Wales”. The original text was published in English; translations 
have since been published in French and Italian.  

This book now contains both the original English text and the 
translation into Japanese. I should particularly like to thank 
Masato Kikuchi of Homma & Partners, Akasaka, Tokyo, for his 
care and diligence in preparing the Japanese translation.

The European Mediation Directive was to be implemented in 
the European Union by the summer of 2011. The original English 
version of this work and the subsequent translations were 
prepared to coincide with the implementation of the Directive, 
as mediation and Alternative Dispute Resolution (ADR) moves 
to the heart of civil justice in England and Wales.  

It is always important that those involved in legal disputes 
should understand the procedures by which those disputes are 
resolved, and mediation is no exception. I hope that this series 
of translations will facilitate such understanding.

Rhys Clift

September 2011



序文

本書籍は、主に2006年及び2010年に執筆された2つの論文から構成
されている。

最初の論文は、2000年/2001年の「調停（あっせん）に関する指針要綱」(At a 
Glance Guide to Mediation of 2000/2001)（英語版、スペイン語版による出版）及
び2004年/2005年の「調停（あっせん）に関するよくある質問」(Mediation FAQs of 
2004/5)（13ヶ国語による出版）に含まれた資料を補足し、発展させることを目的と
して執筆されたものである。最初の論文は、仲裁と調停（あっせん）とを比較検討
し、調停（あっせん）手続、その利用及びその効果についての補足的な情報を提供し
ている。第2の論文は、第1の論文からの幾つかの論題について検討するとともに、
調停（あっせん）の現況及びイングランドの司法部の現在の態度についての考察を
提供するものである。例えば、第2の論文は、民事司法における適切な調停（あっせ
ん）の機能、その地位、及び海事分野における調停（あっせん）の役割について述べ
るとともに、とりわけ、どのように調停（あっせん）が発展し得るのかという点につ
いての僅かながらの懸念も表明している。両論文は、商業上の活動及び紛争の幅広い
領域にわたり適用され得る実質的で包括的な内容により構成されている。

第1の論文が執筆されてから、2008年に調停（あっせん）に関する欧州指令が可決さ
れている。同欧州指令は、2002年において委員会が発行した欧州グリーン・ペーパ
ー（議会における審議を目的とした政策提案書）及び2004年7月に制定された調停（
あっせん）委員に対する欧州の行動規範に準拠している。現在、欧州連合の加盟国
は、国境を越えた争議に関して、2011年6月までに同指令を発効させなければならな
い。欧州指令に関する主要な原則は、下記のとおりである。

・　司法に対するアクセスの一部として調停（あっせん）が重要なものであるという
正式な認識

・　欧州連合加盟国の裁判所が、当事者らに対して調停（あっせん）を行うように「
促す」権限

・　調停（あっせん）が利用される場合、出訴期限（時効）に関する保護

・　調停（あっせん）において締結される和解についての直接的な裁判所の強制力

・　著しく限定的な場合を除き、調停（あっせん）委員/調停（あっせん）サービス
の提供者は証人として召還されないという保護

上記欧州指令は、欧州連合内のみならず、その枠組みを越えて、商事紛争における調
停（あっせん）利用の普及、及び、紛争処理における文化的な変容という中で、重要
な前進だといえるであろう。更に、同司令がどのように欧州連合間にわたって実施さ
れるのか、また各加盟国でどう実行されるかを正確に予測することは時期尚早である
かもしれないが、欧州連合内である程度実践の標準化が行われるべきである。



仲裁に従う紛争は、本欧州指令の適用範囲からは除外される。しかしながら、その
場合であっても、本件の欧州指令の影響力は肯定的である可能性がある。つまり、
裁判外紛争処理及び調停（あっせん）に対する態度の変化が生じ、並びに、これら
がより広く一般的に受け入れられるということは、仲裁手続開始の前、又は、仲裁
と並行した調停（あっせん）の利用を増加させることに繋がり得るのである。実
際、イングランド及びウェールズにおいて既にこの現象は生じている。

2010年9月、TheCityUKによって発行された報告書：2010年におけるロンドン及
び英国の紛争処理は、英国での紛争処理が著しく急増し、更に主要な紛争処理機
関が、2007年から2009年までの間、急激な付託の増加を経験していると述べてい
る。これは、おそらく経済の停滞及び金融危機を原因としている。例えば、ロン
ドン国際仲裁裁判所に対して付託された紛争は、2007年から2009年まで2倍に急増
している。更に、仲裁人協会に対して4,600件の付託が記録されている。この件数
は、2008年における5,300件から減少しているが、過去2年間における年間総件数（
それぞれ2,000件から3,000件）よりも十分に高い数字である。ロンドン海事仲裁人
協会に対して付託された紛争は、2007年の2,600件から2009年には4,400件に増大し
ている。

調停（あっせん）に対する統計は、実質的に上記の事項を反映している。例えば、
効果的な紛争処理センター（CEDR）によって実施された第4回調停（あっせん）監
査は、商事分野において2009年に約3,600件から約6,000件までの調停（あっせん）
の増加を見込んでいる。これに加えて、労働調停（あっせん）があり、2009年3月
までに、王族裁判所サービス、小額訴訟、調停（あっせん）サービス部は、9,000
件以上の調停（あっせん）を実施している。

概して、一定の問題は数値化することが著しく困難であるが、効果的な紛争処理セ
ンター（CEDR）の監査は、調停（あっせん）を通じて訴訟の早期解決の達成によ
って節約された金額が、2010年において約140億ポンドに及ぶものと見積もってい
る。この見積もりでは、無駄に消費される処理時間、取引関係の損害という点も
考慮されている。効果的な紛争処理センター（CEDR）の監査における更なる数値
は、興味深いものとなっている。例えば、毎年調停（あっせん）が行われる案件の
価格（係争金額）は、2007年の41億ポンドに対して、約51億ポンドであると見積
もられている。イングランド、ウェールズにおいて、事実上、民事調停（あっせ
ん）及び商事調停（あっせん）の開始年度となった1990年（効果的な紛争処理セ
ンター（CEDR）及び裁判外紛争処理グループの出現）以降、調停（あっせん）が
実施された案件の総額（係争金額）は、およそ400億ポンドである。最後に、英国
司法省によって作成された最近の報告書は、2008年/2009年において、裁判外紛争
処理（調停（あっせん）はその1手段である）が、300件以上も政府省庁によって
利用されたことを示唆しているとともに、節約された総額が9,000万ポンドと推定
されることを示している。



概して、一定の問題は数値化することが著しく困難であるが、効果的な紛争処理セ
ンター（CEDR）の監査は、調停（あっせん）を通じて訴訟の早期解決の達成によ
って節約された金額が、2010年において約140億ポンドに及ぶものと見積もってい
る。この見積もりでは、無駄に消費される処理時間、取引関係の損害という点も
考慮されている。効果的な紛争処理センター（CEDR）の監査における更なる数値
は、興味深いものとなっている。例えば、毎年調停（あっせん）が行われる案件の
価格（係争金額）は、2007年の41億ポンドに対して、約51億ポンドであると見積
もられている。イングランド、ウェールズにおいて、事実上、民事調停（あっせ
ん）及び商事調停（あっせん）の開始年度となった1990年（効果的な紛争処理セ
ンター（CEDR）及び裁判外紛争処理グループの出現）以降、調停（あっせん）が
実施された案件の総額（係争金額）は、およそ400億ポンドである。最後に、英国
司法省によって作成された最近の報告書は、2008年/2009年において、裁判外紛争
処理（調停（あっせん）はその1手段である）が、300件以上も政府省庁によって
利用されたことを示唆しているとともに、節約された総額が9,000万ポンドと推定
されることを示している。

調停（あっせん）は、アメリカ合衆国の司法管轄区においてそうであるように、イ
ングランド、ウェールズにおいても最終的には強制的なものとされるべきであろう
か。我々は、そうであるべきではないと考えているか、又は、おそらく時期尚早で
あると考えている。しかしながら、調停（あっせん）に関する欧州指令は、強制的
な調停（あっせん）を除外していないし、また、新しい最高裁判所の長官であるフ
ィリップ卿は、そのような方向に向かっていると考えている。実際、欧州指令は、
これを実施するために制定される国内の立法が、強制的な調停（あっせん）（ある
いは、調停（あっせん）の拒否は制裁を受けること）を定めることが可能であるこ
とを明示的に意図している。何人かの注釈者は、強制的な調停（あっせん）は裁判
所に対してアクセスするための司法の否定に相当し、その結果として人権条約第6
条に違反する可能性があると示唆している。しかしながら、調停（あっせん）を行
いながら、裁判を延期する又は法的手続きの継続を延期させるということと、裁判
所の利用を絶対的に否定し、（司法判断を拒絶して）調停を強制することとの間に
は、圧倒的な相違がある。当面は、直接的かつ強制可能な手段の代わりに、イング
ランド及びウェールズにおいては、当事者らが調停（あっせん）を実施するように
「助長する」ための司法部による大きな働きかけを見ることになるであろう。

より手続きを効率化し、優れた顧客サービスを提供し、更に重要な商業上の取引関
係を維持するというビジネスにおける動機に、調停（あっせん）の積極的な利用は
まさに合致するものである。つまり、商事契約において、調停（あっせん）利用の
条項を定めることは、一般に調停（あっせん）の利用を疑いなく促進させるであろ
うし、また、当事者に対し手続に対するある程度のコントロール権を付与するもの
となろう。



調停（あっせん）は、当事者自身による協定について協議する、管理された交渉の
プロセスであるが、「単純な」交渉には不足する進行の管理、構造及び活気強さと
いった要素を有している。調停（あっせん）とは、困難な問題が提起され、議論さ
れるプロセスであるが、決して弱気な妥協を意味するものではなく、また、５０／
５０の妥協が不可避であるというものではない。調停（あっせん）は、困難な紛
争、すなわち、詐欺又は不正行為の主張に関連する案件の解決においてでさえ有効
であり、また、迅速であり、かつ比較的費用が抑えらるものである。更に、調停（
あっせん）は、しばしば商業上の取引関係のみならず、評判も維持することができ
る。調停（あっせん）とは、万物の解決策ではないが、十分に機能し、紛争を解決
することができるのである。

適切な時に、これらの事実が証明されることになるであろう。

リース・クリフト

パートナー

ヒル・ディキンソンLLP

2010年11月

調停（あっせん）委員会の構成員

AIA：国際仲裁協会

CEDRによる紛争処理：効果的な紛争処理センター

CPR：紛争防止及び紛争処理に対する国際機関：

独立中立委員会

IMCAM：国際海事和解及び調停（あっせん）委員会

MSMS：海事弁護士調停（あっせん）サービス



Foreword
This book contains two largely self-contained papers written in 2006 and 2010. 

The first was written to complement and to develop the material contained in our At 
a Glance Guide to Mediation of 2000/2001 (available in English and Spanish) and in 
our Mediation FAQs of 2004/5 (available in 13 languages). This first paper compares 
arbitration and mediation and sets out supplementary information about mediation, 
its use and effectiveness. The second paper takes up some of the themes from the 
first then sets out observations on the phenomenon of mediation and the current 
attitudes of the English judiciary. It describes, for example, the function of mediation, 
its place in civil justice, the role of mediation in the maritime field and, in particular, 
expresses a short note of concern about how mediation might develop. Both papers 
have substantial generic content, applicable across the broad spectrum of commercial 
activity and disputes.

Since the first paper was written the European Mediation Directive has been passed 
in 2008. The Directive follows the European Green Paper issued by the Commission 
in 2002 and the European Code of Conduct for Mediators launched in July 2004. EU 
member states now have until June 2011 to give effect to the Directive, in respect of 
cross border disputes. The key elements of the Directive are:

• Formal recognition of the importance of mediation as a part of access to justice.
• Power for the Courts of all EU states to “invite” parties to mediate.
• Protection as regards limitation periods (prescription) where mediation is used.
• Direct court enforceability of settlement agreements made in mediation.
• Protection for mediators/mediation providers from being called as witnesses, save 

in very limited circumstances. 

The Directive is likely to be a significant step forward in the spread of use of mediation 
in commercial affairs and in cultural change in the management of disputes, not only 
within the European Union but widely beyond. Further, whilst it may be too early to 
anticipate precisely how the Directive will be implemented across the European Union, 
individually by each member state, it should go some way to standardising practice 
within the EU.

Disputes which are subject to arbitration are excluded from the scope of the Directive, 
but even here the impact of the Directive may be positive. The change of attitude 
and a wider general acceptance of ADR and mediation is likely to result in an increase 
in the use of mediation before or in parallel with arbitration. We certainly see this 
happening already in England and Wales.



The report Dispute Resolution in London and the UK 2010 issued by TheCityUK in 
September 2010 states that there has been a significant surge in dispute resolution 
in the UK and that the main dispute resolution organisations and schemes have 
experienced a substantial increase in referrals between 2007 and 2009, probably 
because of the economic recession and financial crisis. For example, disputes referred 
to the London Court of International Arbitration doubled between 2007 and 2009; 
there were over 4,600 referrals to the Chartered Institute of Arbitrators, a decline 
from 5,300 in 2008 but very substantially more than the annual totals in the two 
preceding years (2,000 and 3,000 respectively); disputes referred to the London 
Maritime Arbitrators Association increased from 2,600 in 2007 to 4,400 in 2009. 

Statistics for mediation substantially mirror this picture; for example, the Fourth 
Mediation Audit conducted by the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) 
estimates an increase in mediation from approximately 3,600 to 6,000 in 2009 in the 
commercial field. In addition to this there were workplace mediations and over 9,000 
mediations conducted by Her Majesty’s Court Service Small Claims Mediation Service 
in the year to March 2009. 

Whilst certain matters are difficult to quantify, the CEDR Audit estimates savings to 
business from achieving earlier resolution of cases through mediation at around £1.4 
billion in 2010, including wasted management time and damaged relationships. Further 
figures in the CEDR Audit make interesting reading; for example, it is estimated that 
the value of cases mediated (that is the amount at issue) each year is approximately 
£5.1 billion as compared to £4.1 billion in 2007; since 1990, which was effectively the 
launch point for civil and commercial mediation in England and Wales (marked by the 
emergence of both CEDR and ADR Group) the total value of mediated cases (amount 
at issue) is somewhere in the region of £40 billion and, last, a recent report compiled 
by the British Ministry of Justice indicates that in 2008/2009 ADR (alternative dispute 
resolution, of which mediation is one type) was used by government departments in 
over 300 cases with total savings estimated at £90 million. 

As mediation has expanded and developed, a number of individuals have become 
professional mediators. Parties, and particularly the lawyers who act for them, have 
progressively become used to choosing particular mediators for particular cases; 
and appointing them direct. But the mediation organisations (or Mediation Service 
Providers) still have a very important role to play. Their role is essentially threefold: 
continuing the substantial (and essential) task of education and training to spread 
knowledge and use of mediation (where appropriate); training mediators and, 
not least, maintaining panels of qualified mediators and assisting parties in either 
nominating or choosing mediators well suited to particular cases, monitoring feedback 
and maintaining quality standards.



Will mediation eventually become compulsory in England and Wales, as it is in some 
US jurisdictions? We think not, or perhaps not yet, although the Mediation Directive 
does not preclude compulsory mediation and Lord Phillips, the President of the new 
Supreme Court, believes that we are moving in this direction. Indeed, the Directive 
expressly contemplates that national legislation made to implement the Directive 
can provide for compulsory mediation (or even make a refusal to mediate subject 
to sanctions). Some commentators have suggested that compulsory mediation will 
amount to a denial of justice to access to the courts and thus a breach of Article 6 of 
the Human Rights Convention. But there is a world of difference between deferring 
trial or the continuation of legal proceedings pending mediation on the one hand 
and an absolute refusal to permit access to a court and a compulsion to mediate (to 
the exclusion of a judicial determination) on the other. For the time being, instead of 
direct and enforceable measures we are likely to see in England and Wales greater 
pressure applied by our judiciary to ‘encourage’ parties to mediate. 

The greater use of mediation fits well with initiatives in business to make processes 
more efficient, to provide better customer service and to preserve vital business 
relationships. The use of mediation clauses in commercial contracts generally would 
undoubtedly facilitate greater use and give the parties some control over the process.

Mediation is a process of managed negotiation where the parties negotiate their own 
deal, but it has a timetable, a structure and dynamics which “simple” negotiation 
lacks. It is a process in which hard issues are confronted and difficult things are said. 
It is neither a soft compromise nor an inevitable 50/50. It is effective in resolving 
intractable cases, even those which involve allegations of fraud or dishonesty. It is 
quick and comparatively inexpensive and can often preserve not only relationships but 
reputations. It is not a universal panacea but it works; cases settle.

At the right time, it pays to talk.

Rhys Clift 
Partner 
Hill Dickinson LLP 
November 2010

Mediation panel member:

AIA: Association for International Arbitration

CEDR Solve: The Centre for Effective Dispute Resolution

CPR: The International Institute for Conflict Prevention and Resolution: 
Panel of Distinguished Neutrals

IMCAM: International Maritime Conciliation and Mediation Panel

MSMS: Maritime Solicitors Mediation Service
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問い合わせ先
詳細な情報あるいは特別な質疑に関しては、

著者にご連絡ください。

リース・マクイーブ

CEDRによる紛争処理の調停（あっせん）委員

リース・クリフト氏は、2010年の国際的に活躍する人物の中で、注目すべき専門的
な知識を有する海運及び海事の法律家として認められている。過去5年間に亘り、
彼は4つの主要分野の賞の最終候補者であり（2006年及び2008年における裁判外紛
争処理のCEDRの優秀賞を含む）、商事調停（あっせん）委員としての法律実務に
海事保険及び再保険の法律家としての専門的な法律実務を組み合わせている。

電話番号：+44(0)207 280 9199

携帯電話：+44 (0)7785 356994

ファクス：+44 (0) 207 283 1144

rhysclift@hilldickinson.com

または下記のリンクから、ヒル・ディキンソンのウェブサイトにアクセスして下さ
い。

・　海事、貿易及びエネルギーサービス

・　海事保険及び再保険サービス

ヒル・ディキンソンLLP

Irongate House
Duke’s Place
London
EC3A 7HX

本手引書を作成するにあたっては、十分な注意が払われていますが、特定の訴訟/
事件に関する法的アドバイスとしてこの手引きを利用することはお控え下さい。特
別な質疑等がある場合には、ヒル・ディキンソンの海事貿易及びエネルギー部門の
職員に連絡してください
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Contact Us

For further information or specific queries,
please contact the author:

Rhys MCIArb
CEDR Solve Mediator

Rhys Clift is described in the International Who’s Who of Shipping & Maritime Lawyers 
2010 as having a “remarkable depth of expertise”. Short-listed for 4 major awards in 
the last five years (including the CEDR Awards for Excellence in ADR 2006 and 2008) 
he combines a professional practice as a maritime, insurance and reinsurance lawyer 
with a practice as a commercial mediator.

t +44 (0) 207 280 9199
m +44 (0) 7785 356994
f +44 (0) 207 283 1144
rhys.clift@hilldickinson.com

Or visit the Hill Dickinson website using the following links:

• Marine, trade and energy services
• Marine insurance and reinsurance services

Hill Dickinson LLP
Irongate House
Duke’s Place
London 
EC3A 7HX

Whilst care has been taken in producing this guide, it should not be relied upon as legal advice on particular 
cases/incidents. Please contact a member of Hill Dickinson’s marine, trade and energy practice if you have any 
specific queries.
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•	 海事法	

•	 教育	

•	 人身傷害

•	 航空宇宙産業	

•	 緊急対策	

•	 民間資金主導/公共民間パート
ナーシップ

•	 農業及び不動産	

•	 従業員手当	

•	 著作権侵害

•	 裁判外紛争処理	

•	 雇用	

•	 公害

•	 仲裁	

•	 エネルギー及び海外事業

•	 民間の顧客

•	 資産経営	

•	 エネルギー

•	 ソリューション	

•	 民間のエクイティー

•	 銀行業及び金融業	

•	 環境保護	

•	 民間のヘルスケア

•	 企業再構築	

•	 家族及び婚姻	

•	 検認

•	 企業借用	

•	 金融	

•	 製造物責任

•	 貨物運搬及びロジスティク

•	 火災に関する請求	

•	 専門的補償

•	 商品運送	

•	 フランチャイズ	

•	 事業の財政

•	 損害請求のソリューション

•	 詐欺及び保険契約	

•	 財産

•	 慈善活動及び信託	

•	 運送及び債務

•	 資金調達	

•	 財産訴訟

•	 養育	

•	 商品の運搬	

•	 公的調達

•	 市民的自由	

•	 安全衛生	

•	 公共部門の請求

•	 請求の管理	

•	 ヘルスケア	

•	 鉄道機関

•	 臨床上の過失	

•	 情報テクノロジー	

•	 監督機関

•	 商業上の賃貸借	

•	 職業病	

•	 再保険

•	 商業上の財産	

•	 知的財産	

•	 小売業

•	 商品	

•	 支払不能	

•	 住宅の譲渡

•	 建設	

•	 保険	

•	 危機管理

•	 譲渡	

•	 国際貿易	

•	 運送

•	 会社の商事	

•	 投資資金	

•	 運送の財政

•	 競合	

•	 ジョイント・ベンチャー

•	 スポーツに関する法律及び契

•	 法人の財政	

•	 家主及び賃借人	

•	 ストレス

•	 法人の回復

•	 リース	

•	 税金

•	 法人の犯罪	

•	 名誉毀損	

•	 税金の調査

•	 費用	

•	 使用許諾及び賭博	

•	 通商基準

•	 与信管理	

•	 訴訟	

•	 交通機関

•	 関税及び物品税	

•	 海事	

•	 旅行

•	 負債の回復	

•	 メディア及びエンターテインメン
ト	

•	 信託及び不動産

•	 中傷	

•	 調停（あっせん）	

•	 付加価値税

•	 歯科法	

•	 精神的健康	

•	 財産管理

•	 設計及び登録商標法

•	 合併及び買収	

•	 遺言

•	 開発契約	

•	 自動車に関する請求のソリュー
ション	

•	 ヨット

•	 災害管理	

•	 自動車の違法行為	

•	 紛争処理	

•	 違反者のヘルスケア	

•	 離婚	

•	 パートナーシップ及びLLP

•	 電子商取引

•	 年金	

専門分野
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• Admiralty

• Aerospace

• Agriculture and estates

• Alternative dispute 
resolution

• Arbitration

• Asset finance

• Banking and finance

• Business restructuring

• Business tenancies

• Cargo, freight and logistics

• Carriage of goods

• Casualty claims solutions

• Charities and trusts

• Childcare

• Civil liberties

• Claims management

• Clinical negligence

• Commercial leases

• Commercial property

• Commodities

• Construction

• Conveyancing

• Company commercial

• Competition

• Corporate finance

• Corporate recovery

• Corporate crime

• Costs

• Credit management

• Customs and excise

• Debt recovery

• Defamation

• Dental law

• Design and trademark laws

• Development agreements

• Disaster management

• Dispute resolution

• Divorce

• Ecommerce

• Education

• Emergency response

• Employee benefits

• Employment

• Energy and offshore

• Energy solutions

• Environmental

• Family and matrimonial

• Finance

• Fire claims

• Franchising

• Fraud and policy

• Freight and liability

• Funding

• Goods in transit

• Health and safety

• Healthcare

• Information technology

• Industrial disease

• Intellectual property

• Insolvency

• Insurance

• International trade

• Investment funds

• Joint ventures

• Landlord and tenant

• Leases

• Libel

• Licensing and gaming

• Litigation

• Marine

• Media and entertainment

• Mediation

• Mental health

• Mergers and acquisitions

• Motor claims solutions

• Motoring offences

• Offender healthcare

• Partnership and LLP

• Pensions

• Personal injury

• PFI/PPP

• Piracy

• Pollution

• Private client

• Private equity

• Private healthcare

• Probate

• Product liability

• Professional indemnity

• Project finance

• Property

• Property litigation

• Public procurement

• Public sector claims

• Rail

• Regulatory

• Reinsurance

• Retail

• Residential conveyancing

• Risk management

• Shipping

• Shipping finance

• Sports law and contracts

• Stress

• Tax

• Tax investigations

• Trading standards

• Transport

• Travel

• Trusts and estates

• VAT

• Wealth management

• Wills

• Yachts

Areas of expertise
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About Hill Dickinson   ヒル・ディキンソンについて

London    Piraeus    Singapore    Liverpool    Manchester    Chester    Sheffield

The Hill Dickinson Group offers 
a comprehensive range of legal 
services from offices in London, 
Piraeus, Singapore, Liverpool, 
Manchester, Chester and 
Sheffield. Collectively the firms 
have more than 1,300 people 
including 190 partners.

Hill Dickinson’s marine expertise 
is internationally renowned.
The firm is also a major force in 
insurance and is well respected 
in the company and commercial 
arena. It has award-winning 
employment, property and 
construction practices and is 
widely regarded as a leader 
in the fields of commercial 
litigation, intellectual property 
and wealth management.

ヒル・ディキンソン・グループは、ロン
ドン、ピレウス、シンガポール、リバプー
ル、マンチェスター、チェスター及びシ
ェフィールドに設立された事務所より
包括的な範囲のリーガル・サービスを
提供しています。当法律事務所は、全
体で190人のパートナーを含む1300人
以上の構成員を擁しています。

ヒル・ディキンソンの海事の専門知識
は、国際的な名声を得ております。当
事務所は、保険分野においても強い影
響力をもっており、企業法務、商事の
分野においても高い評価を得ていま
す。更に、受賞歴のある雇用、財産及
び建設に係る法律実務を行うと共に、
商事訴訟、知的財産及び財産管理の
分野における指導者的事務所としても
広く認知されています。

ヒル・ディキンソン

ロンドン　　ピレウス　　シンガポール　　リバプール　　マンチェスター　　チェスター　　シーフィールド

www.hilldickinson.comwww.twitter.com/hilldickinson


