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■はじめに

　「東京ヒルトン事件」は、日本が東京オリンピックを機に経済、スポーツ、

文化面で国際社会への“復帰”を果たした頃に起こった。日本企業にとって

は、国際ビジネスへの対応を求められる事件となった。

■１．「東京ヒルトン事件」の概要

　世界各地でホテルをチェーン展開していたヒルトンホテル・グループは、

第一次ホテルブームに沸く東京で、ヒルトンホテルの開業に向け準備を進め

た。東京進出をもくろむアメリカ企業が日本企業を現地パートナーに選ぶ形

で、1958年12月、デラウェア州法人であるヒルトンホテルズ・インターナ

ショナル・インコーポレイテッド（HHI）が、東京急行電鉄株式会社（以下、

「東急」と略す）との間で、東京ヒルトンホテルの業務委託契約（management 

contract）を締結した。

　契約は、準拠法を日本法とし、ホテルへの融資、その建設・設備について

は東急側が負担し、さらにあらゆるホテル業務について東急が責任を負うが、

実際の業務の遂行はHHIに委託するなどを主な内容としていた。

　1963年、オリンピックの直前に、東急の100％出資で設立された東京ヒ

ルトンホテルの営業が開始された。ところが、その翌年、HHIはその名称を
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ヒルトン・インターナショナル・カンパニーと変更し、1967年には、全株

所有の子会社で同じ名称のヒルトン・インターナショナル・カンパニー（HIC）

を設立、これに東急側の同意を得ることなく業務委託契約上の地位を譲渡し

たのち、航空会社TWA（当時のTrans World Airlines Incorporated）の資本

傘下に入った。TWAは、東急と関係の深い日本航空と競争関係にあるため、

問題が生じた。東急側は、契約上の地位の譲渡は、譲渡制限を定めた以下の

ような契約条項（業務委託契約第26条）および契約の誠実履行義務を規定

した条項（同33条）に違反するとして契約の解除を主張した。

⒜　The parties shall respectively have the right to assign this Agreement 

and the interest derived therefrom to any subsidiary, fully owned and 

fully managed by the party or by its affiliated companies, without any 

consent of the other party, provided, however, that the name of 

“Hilton” shall be a part of the assignee’s firm name, in case of 

assignment to HHI’s affiliate.

⒝　Except as provided in (a) of this Article, the parties shall not assign or 

transfer the interest derived therefrom, without the prior written 

consent of the other party. It is understood and agreed that any 

consent by the other party to any such assignment shall not be 

deemed a waiver of the covenant herein contained against 

assignment in any subsequent case.

（訳文）

⒜　当事者は、それぞれ本契約およびそこから派生する権利を、当事者も

しくはその関連会社によって完全に所有され完全に経営されていると

ころの子会社に対し、他方当事者の同意なくして譲渡する権利をもつ

ものとする。ただし、「ヒルトン」の名称は、HHIの関連会社への譲

渡の場合は、譲受人の会社名の一部になっていなくてはならない。
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⒝　本条⒜項に規定された場合を除き、当事者は、他方当事者の書面によ

る事前の同意なくして、本契約から派生する権利を讓渡してはならな

い。そうした譲渡に対する他方当事者の同意は、その後の場面におけ

る譲渡に対し、本契約に含まれた契約事項の放棄と解釈されてはなら

ないことが了解され合意されている。

　紛争は、本譲渡条項（assignment clause）の解釈を争う形で裁判所に持

ち込まれた。すなわち、まず東急が、契約解除に続いてHHIから来ていたホ

テルの総支配人を解雇し、東京地方裁判所に同支配人のホテル立入りを禁止

する仮処分命令を申し立てた。これに対しHHIは、同地裁に業務妨害禁止の

仮処分命令を申し立てた。通常、「東京ヒルトン事件」といえば、これら２

件の仮処分命令申立事件をさすが、東京地方裁判所はHHI側の主張を正当と

認め、HHIの合併によって当事者の同一性は失われず実質的にも本件業務委

託契約違反はないとして、HIC側の業務受託者としての仮の地位を認める判

断を下した。その後、HHI側は、この地位の永続を求める本訴を起こし、本

件提起から16年後の1983年11月、ようやく和解に達して決着がついた。

■２．「東京ヒルトン事件」に見る
　　　日本企業の英文・国際契約検討課題

　本件英文業務委託契約が締結されたのは、日本企業がまだ国際契約として

の英文契約の検討に慣れているとは言い難い1950年代終わり頃である。実

際にどのような検討がなされたかを知ることはできないが、おそらくは、ヒ

ルトン側が提示した契約原案（ドラフト）について東急側がコメントするよ

うな交渉が行われたものと思われる。

　国際契約としての英文契約案を検討する際に重要なことは、契約は企業が

達成しようとする事業目的のための手段であるとの認識である。この認識が

不十分だと、法的には内容がしっかりしているように見えても、事業遂行上
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かえって妨げになる契約書を取り交わすことになりかねない。本契約締結前

後の事業を取り巻く環境認識も欠かせない。

　ホテル経営と航空会社の事業とは、提携関係を含め密接な関係にある。航

空会社が直営のホテルを持つこともよくある。当時、ヒルトングループは、

ローマ・ヒルトンホテルの経営などを通じてTWAとの提携関係を模索して

おり、東急との提携前からHHIにはTWAから役員が派遣されていたと言われ

ている。一方、東急は日本航空との提携強化をもくろんでいたとされており、

契約ドラフトの検討は、こうした「業界事情」までよく頭に入れてからでな

いと十分に行えないはずであった。

　検討ポイントを絞るならば、問題になった前記「譲渡条項」の内容が経営

戦略遂行上どのような意味をもつかの見極めである。仮に本条項がほぼこの

ままの内容で提案されていたとして、事業目的・経営戦略遂行上の観点を加

味するとどのように考えるべきであっただろうか。

　まず気づかなくてはならないのが、本条項の内容が標準的な譲渡条項のそ

れとはかなり異なる点である。譲渡条項は、どのような類型の契約にも一般

的に見られる条項であって、パターン化した内容をもっている。最も標準的

かつ単純なのは「契約の相手方当事者による事前の書面による承諾がない限

り、契約上の地位の全部または一部を第三者に譲渡することはできない」と

するものである。

　これと同趣旨の条項は、本条項⒝に含まれているが、その原則に対する例

外が⒜として前面に出ている点が重要である。というのは、いずれの当事者

も、当事者や関係会社が完全に所有しかつ経営している子会社には、相手方

の同意なく契約を譲渡できると書いてあるからである。

　本契約の当初の当事者HHI（のちにHICに商号変更。図表１①）は、この

例外を生かす形で、東急側の同意を得ることなく完全子会社新HICに本契約

上の地位を譲渡し、当事者関係から外れたのちTWAの資本傘下に入った。
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