
 

 

  

 

 

 

主催：国際商業会議所（ICC）日本委員会 

共催：ICC 国際仲裁裁判所  

後援：公益財団法人 日本仲裁人協会（JAA）（予定）・  

日本商工会議所・東京商工会議所（予定） 

 
国際商業会議所の新しい仲裁規則である 2021 年版仲裁規則は、2020 年 10 月 6 日に講評され、2021

年 1 月 1 日から施行されています。2021 年版仲裁規則の改正点は、簡易迅速仲裁に関する規定、多数当

事者仲裁に関する規定、コロナ禍での IT 化に関する規定、仲裁手続の透明性に関する規定など多岐にわたり

ます。 

今回の日本のウェビナーでは、これらの 2021 年仲裁規則の主な変更点について ICC 国際仲裁裁判所 委員

が分かり易く解説するとともに、特に重要な改正点について改正の背景や経緯、法律実務を踏まえ、パネル

ディスカッションを行います。 

また、本ウェビナー前半には、ICC 国際仲裁裁判所事務局長 アレクサンダー・フェサス氏による基調講演も

行われます。 

 
14:00 to 14:05 Opening Remarks  開会挨拶 

 Kazuto  SASAKI, Deputy Secretary General, ICC Japan 
国際商業会議所（ICC）日本委員会 常務理事 佐々木  和人 

14: 05 to 14:25 Keynote Speech 基調講演 

 Alexander G. Fessas, Secretary General, ICC International Court of 
Arbitration 
ICC 国際仲裁裁判所事務局長 アレクサンダー・フェサス 

14:25 to 15:25  Presentation and panel discussion  プレゼンテーション・ パネルディスカッション 

 Yoshimi OHARA, Vice President, ICC International Court of Arbitration 
ICC 国際仲裁裁判所 副所長 小原 淳見弁護士 
 

 Hiroyuki TEZUKA, Court Member, ICC International Court of Arbitration 
ICC 国際仲裁裁判所 委員 手塚 裕之弁護士 
 

 Yoko MAEDA, Court Member (Alternate), ICC International Court of 
Arbitration 
ICC 国際仲裁裁判所 委員 前田 葉子弁護士  

15:25 to 15:35 Q&A 質疑応答 
15:35 Closing  閉会 



 

  
 

 

 

  

 

参加費 
Attendance 
charge 

無料（会員・非会員とも） 
Free (for both ICC Japan member and non-member) 

言語 
 Language： 

日本語（ただし基調講演のみ英語・同時通訳なし）  

Japanese (Keynote speech will be provided in English.  Simultaneous translation not 

available) 

申込方法 
Registration： 

 下記 URL よりお申し込みをお願いいたします。 

申込み用リンク 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eHpO6BDSaK0_yFKB1eu3Fl4Mfze50MGcEQ5BUdNBEoFq7A/viewform 
 

 For an application, visit following URL. 

Registration 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7eHpO6BDSaK0_yFKB1eu3Fl4Mfze50MGcEQ5BUdNBEoFq7A/viewform 

2021年 4月 26日（月）12：00までにお申し込みをお願い致します。 

The application must be submitted by 12:00, 26th April) 

 4 月 23 日前後に招待 URL と資料をメールいたします。 

 We will email you the invitation URL and materials on or around 23April. 

※ 26 日までに招待URLが届かない場合は、当委員会までご連絡をお願い致します 

※ If you do not receive the invitation URL by the 26th, please contact ICC Japan 

問合せ先： 
Contact 
details for 
inquiries 

国際商業会議所 日本委員会事務局 (ICC JAPAN)  

東京都千代田区丸の内3丁目 2番 2号 丸の内二重橋ビル6階 

International Chamber of Commerce JAPAN (ICC JAPAN) 

Marunouchi Nijubashi Bldg. 6Fl. 2-2, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, TOKYO 

Tel : 03-3213-8585 / E-mail： seminar@iccjapan.org 

Website:   http://www.iccjapan.org/  ホームページからもお申込みが可能でございます。 

視聴環境につい

て： 
About 
viewing 
environment 

ＰＣ・インターネット環境等が視聴環境を満たしているか、ご確認ください。 データー通信容量については受講者ご自

身でご確認をお願いいたします。有線LANまたは Wi-Fiを推奨します。 

About viewing environment 

Please check if your PC/Internet environment meets the viewing environment. Participants are requested to 

confirm the data communication capacity by themselves. Wired LAN or Wi-Fi is recommended. 

 
ZOOM ウェビナ

ーについて： 
About ZOOM  

Zoom を使用したオンラインセミナーです。受講にあたっては、以下のサイトより「ミーティング用Zoomクライアント」

を事前にインストールして頂きますようお願い致します 

https://zoom.us/download 

また、以下のサイトからZoomが問題なく使用できるかどうかをご確認頂くことをお勧め致します。 

http://zoom.us/test 

This is a Zoom Webinar. Please download the "Zoom Client for Meetings" from the link below before the start of 

the webinar. Please note that simultaneous interpretation is not available when you join the webinar through a 

web browser.  

https://zoom.us/download 

We also recommend you to test your device via the link below.  

http://zoom.us/test 

※ Zoom ウェビナーのサービス・機能等に関するサポートは致しかねます。当日、何らかの理由で通信が中断し復

旧困難となった場合、やむを得ずセミナーを中止する可能性があります。また、PC 環境・通信状況等の不具合に

ついては当委員会では責任を負わず、サポート対応等も行いかねますので予めご了承ください。 

※ We cannot provide support for services and functions of Zoom webinar. On the day of the seminar, if 

communication is interrupted for some reason and recovery becomes difficult, the seminar may be 

canceled unavoidably. In addition, please note that ICC JAPAN is not responsible for any problems such 

as PC environment and communication status, and we cannot provide support. 


