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はしがき

はしがき――本書の成り立ち

　倒産は、人間が自給自足、物々交換という牧歌的な経済活動から脱し、信用
取引を始めて以降その発生が不可避となった。時の経済状況により、多かった
り少なかったりの波や、発生業種に種々の変遷はあっても、倒産ゼロ社会は基
本的になくなったのである。このことは、社会主義を標榜する中国（中華人民

共和国）が市場経済原理の導入に伴い倒産法の整備を図ったことからもわかる。
　現代社会において、人間は言わば倒産と共存しているわけだが、とかく倒産
は、債務者の裏切り、債権者の損害、従業員の職場喪失等々、負のイメージで
とらえられがちである。しかし、実は倒産によるリストラチュアリングが事業
再編、資源再分配を促しプラスの効果をもたらすことも少なくない。上手に倒
産を乗り越えるということである。それには、倒産に対処する法とそれを動か
す使い手・担い手が必要であることは容易に想像できる。
　つまり、倒産法が存在し、使い手としての、典型的には法律家が存在してい
なければならないということである。法の使い手は、法律家に限られるわけで
はないが、差し当たり法律家で考えてみよう。ここで、「最悪の倒産法、最高
の法律家」が存するＡ国と、「最高の倒産法、最悪の法律家」が存するＢ国、
の ２ 国があったとしてこれを比較した場合、倒産処理はどちらがうまくいくで
あろうか。おそらく、前者であろう。すなわち、適切な使い手を得れば、悪法
や法の不備はカバーできるからであり、日本では（倒産処理の例ではないが）大
岡裁きがまさにその証左といえよう。
　もとより、倒産現象を規律する倒産法は各国さまざまであり、その比較研究
は、わが国はもちろん、世界の研究者が、そして国際倒産に遭遇した実務家が
盛んに行っているところである。しかし、これはかなり骨の折れる作業とな
る。倒産という現象そのものは万国共通性があっても、関連する分野も多い倒
産法は、安易な比較を許さないくらい絶妙な体系的位置に陣取っているからで
ある。そして、その倒産法を動かすマン・パワーもまた国によって違っている
ことも想像に難くない。
　本書において、われわれが着目しているのは、倒産という現象に垣間みられ
る人間の問題である。倒産が発生すると、それはさまざまな者の日常を変え
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る。まずは直接の影響が及ぶという意味で（当事者性があると表現できよう）、
債権者と債務者を典型に、債務者の従業員、役員、株主といった存在が思い浮
かぶ。ところが、その影響は、同一方向の単純なものではなく、むしろ対立
し、また質を異にしたものであることが多い。そうなると、当事者性のある者
だけで倒産への合理的な対処を実現させることは困難となり、ここに自らの利
害ではなく公的で専門的な視点で関与する者の出番が現れることになる。すな
わち、債務者と債権者を中心とした内々で処理ができないとなると、当事者の
誰かが公の機関に解決の場を求めたり、あるいは公の機関が解決に乗り出すこ
ともありうる。言い換えれば、倒産処理にはさまざまな側面があるが、法的な
権利義務の帰趨が最重要課題となることから裁判所とのかかわりがあるのは当
然であろうし、大型の倒産事件で社会的影響が大きくなれば、国家（行政）が
積極的に関与することだってありうるということである。そして、その現場
は、裁判官、弁護士、公認会計士、その他、法人の倒産事件であれば企業運営
にかかわる各種の専門家、が支えているものと思われる。したがって、倒産処
理の成否の鍵を握るのは現場に現れるプレーヤー、担い手のパフォーマンスの
いかんということになろう。この点が本書を貫く基本的な問題関心であり、プ
レーヤーと担い手は本書では共に広くとらえ、同じ意味で使っている。
　しかし、倒産処理の現場に、誰がどのように関与すべきか、定説があるわけ
ではない。倒産処理におけるプレーヤーの現れ方は歴史的に変遷してきたし、
世界に目を向ければさまざまな姿があり、またそれは個々の事件によって違い
がありうるものでもある。確かに、ここに高度な専門資格者等が関与すれば処
理の質は上がると思われるが、それには費用を伴うところ、倒産は性質上最も
費用負担にはシビアーな場面なので、オーバーキャストで専門家のための処理
になっては意味がない。先人はどのように苦労してきたか、諸外国ではどのよ
うな工夫がされているのか、歴史的視点と比較法的視点でこれを眺め、倒産処
理における担い手の役割を基礎づけたい、そのような思いを執筆者一同は共有
したのである。
　本書の執筆者は、日本民事訴訟法学会に所属し、倒産法を中心に研究する２0
代から60代の大学研究者13人である。手弁当で予備的な研究会合をもった後、
学術振興会の科学研究費・基盤研究（Ｂ）課題番号２5２850２8「倒産手続の担い
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手――その変遷と展開の理論的分析」（代表：佐藤鉄男）として 3 年間（平成２5

年度〜２7年度）の研究助成が得られたことで加速した。この間、関東と関西で
交互に研究会合を重ねるとともに、メンバーのほとんどが海外調査に出向い
た。渡航先は、イギリス、中国、アメリカ、ドイツ、フランス、オーストラリ
アに及ぶ。そして、順次研究成果を公表することも行ってきた。まず、２014年
5 月18日、九州大学で行われた日本民事訴訟法学会の第84回大会における、シ
ンポジウム「倒産手続の担い手――その役割と考え方」として結実した（民事

訴訟雑誌61号に収録されている。このシンポジウムに関しては、民事紛争処理研究

基金の助成も受けた）。また、２015年 ２ 月17日にハワイで開催された「日本ハワ
イ倒産シンポジウム」では、セッションの 1 つを私どもで担当した（同シンポ

ジウムでは、ハワイ大学の Charles D. Booth 教授、ハワイ倒産裁判所の Faris 判事

ほか、現地の関係者に大変お世話になった）。さらに、関係の法律雑誌や所属大学
の紀要等に成果の一部を公表してきており、その中には改訂して本書に収録し
たものもあるが、本書は書き下ろし原稿が中心である。
　本書の構成は、第 1 章から第 4 章および終章から成っている。第 1 章「わが
国における倒産処理のプレーヤー」では、わが国の倒産処理の担い手の変遷を
たどり、そして、主宰者としての裁判所をめぐる状況を眺めた後、新たなプレ
ーヤーとして、主として裁判外での倒産処理を演出している存在について触れ
る。第 ２ 章「管財人の選定・報酬・法的地位」では、倒産処理に最も深いかか
わりのある管財人について扱う。管財人に関しては多くの先行研究があるが、
本書では、歴史と比較法、そして報酬問題、破産管財人の法的地位と目的論、
といった切り口で検討している。続く第 3 章「事業再生のプレーヤーと債権者
の利益」では、主として再建型手続を中心に、再生債務者概念、計画案の作
成、債権者の利益保護の各種仕組み、さらには財団財産の放棄、といった問題
に取り組んでいる。そして、第 4 章「倒産処理のグローバル化を見据えて」
は、本研究で行った海外調査やメンバーの日頃の関心を基に、本書のテーマで
ある倒産処理のプレーヤーを意識して、諸外国における倒産法の新しい状況に
ついて述べたものである。今や国際的な要素をもった倒産事件は茶飯事であ
り、わが国のプレーヤーが諸外国のプレーヤーと接触する機会も多くなってお
り、ここで述べたことがよい意味での刺激になることもあるだろうと信じてい
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る。終章は、今日の倒産処理が特定人のワンマンショーではなく、関係する
人々のチームプレーとなっておりそれが今後の鍵となることを指摘して結びと
なっている。
　本書に係る研究会活動は、奇しくもアラ還（around 還暦）の佐藤、中西と次
の世代の気鋭の研究者が切磋琢磨する場となり、充実していた（参加者は科学

研究費研究会メンバー一覧参照）。この間、調査にご協力いただいた海外の皆様、
国内での研究会にゲストとしてご協力いただいた研究者と実務家の皆様、と多
くの方にもお世話になった。そして、出版事情の厳しい折、本書の刊行をお引
き受けいただいた民事法研究会の田口信義社長、編集部の安倍雄一氏にもお世
話になった。これらの方々、団体に心から感謝申し上げたい。
　なお、本書は、共同研究を通じ全員が問題意識を共有したが、個々の論考は
執筆分担を明示しており、よい意味での個性を尊重する意味で、細かい表現等
の形式的な統一は控えた。そこにも味わいを感じていただければ、望外の喜び
である。
　２017年 ２ 月
 良き倒産処理のために　執筆者を代表して　佐　藤　鉄　男
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解題――本書を読み解く補助線

はじめに

　かつて「法の担い手」に着目し、「法の主体の重要性」を説いたのは三ヶ月
章であった。三ヶ月は、「法は、人間に出でて、人間に働きかけるものである
が、それはあくまでも人間の営みを通じてなされるものである……このこと
は、法を動かす人間の如何によって、法のもつ意義や効用も大きく異なってく
る可能性があるということにほかならない」と述べている（三ヶ月章『法学入
門』（弘文堂・1982年）106頁）。ある法制度の運用の成否いかんはそれを担う人
的要素に大きく依存し、たとえ理想的な法制度を構想しようとも、その社会に
おいてこれを支える担い手が十分に備わっていなければならない、という視点
は、特に手続法のあり方を構想する際に欠かせない。
　もっとも、三ヶ月によってここで想定されているのは主に「プロフェッショ
ン（Profession）としての法律家」（同書108頁以下）であった。これに対して、
本書における各論稿が検討の対象とする倒産処理（これは法的倒産手続に限られ
ない）の「担い手（Träger）」の概念はこれよりも広範なものである。さらに
は、本来、「担い手」ではなく利害関係人であるはずの債権者が、その利害関
係の重大性ゆえに倒産処理に主体的に関与する局面までをも包摂する意図にお
いて、「倒産処理プレーヤー」の用語が本書表題に採用されているものと理解
される（佐藤鉄男「はしがき――本書の成り立ち」参照）。
　このような本書全体の文脈において、所収される各論稿がどのように位置づ
けられるのか、読者が各論稿について関心をもって読み解いていくことができ
るよう、ここで読み解いていくうえでの補助線の提示を試みることとしよう。
　この「はじめに」および第 1章から第 ３章までの解題を杉本和士が、第 ４章
および終章の解題を藤本利一が、そして末尾の「倒産法学、倒産実務における
本書の意義」を中西正が担当する。
� （杉本和士）
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第 １章　わが国における倒産処理のプレーヤー

　第 1章は、日本法における「伝統的な倒産処理プレーヤー」である手続主宰
者としての裁判所・裁判官と手続遂行機関としての管財人に関する諸論稿と、
この範疇に含まれない「新たな倒産処理プレーヤー」に関する諸論稿で構成さ
れる。
　まず、佐藤鉄男「第 1節　担い手にみるわが国の倒産法概史――第三者機関
中心モデルの生成と変遷」は、日本法における倒産法の歴史的変遷を踏まえ
て、法的倒産手続の伝統的な「担い手」である裁判所・裁判官と手続遂行機関
としての管財人制度について概観する。同論文は、本書全体のいわば「序曲」
として、倒産手続の「担い手」がどのようにありうるのか、という問いを示唆
するとともに、これに続く各論稿で論じられる多様な「担い手」のあり方につ
いての可能性を予期させるであろう。他方、同「第 2節　わが国における裁判
所と倒産手続」は、司法手続＝民事手続としての倒産手続という視点に移動
し、そこにおいて中心的に倒産処理を担ってきた裁判所・裁判官の果たしてき
た役割と機能が論じられる。
　次に、北島（村田）典子「第 ３節　新たなプレーヤー――産業再生機構を中
心に――」は、行政主導のいわゆる「官製ファンド」株式会社の嚆矢となった
産業再生機構についてとり上げる。ここでは、その事業再生手法の特徴につい
ての概観を行うとともに、同機構の活動当時において批判的なニュアンスを含
んで用いられることもあった「官製ファンド」という位置づけに関連して、従
来、焦点のあてられることが乏しかった行政（政府）との関係についての考察
がなされている。この考察は、今後の行政型倒産ADR全般についての評価に
も影響を及ぼすといえよう。次いで、杉本和士「第 ５節　準則型私的整理の担
い手となる機関――地域経済活性化支援機構（REVIC）および中小企業再生支
援協議会」では、「ポスト産業再生機構」として位置づけられた企業再生支援
機構から名称変更を経た地域経済活性化支援機構（REVIC）と、中小企業の再
生支援業務を担う中小企業再生支援協議会をとり上げる。いわゆる準則型私的
整理（制度化された私的整理）の担い手としての両者の特徴や活動のあり方を
踏まえつつ、行政型倒産ADRの担い手となる機関の行方を模索しようとする。
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　さらに、北島（村田）典子「第 ４節　産業再生機構による事業再生・事業再
生ADR・民事再生手続の比較」は、以上の行政型倒産ADR（ここでは産業再
生機構が想定される）による事業再生につき、同じく準則型私的整理に分類さ
れる民間型倒産ADRとしての事業再生ADRおよび法的倒産手続としての民
事再生手続のそれぞれによる場合と比較しつつ、その特徴を彫塑しようと試み
る。
� （杉本和士）

第 ２章　管財人の選定・報酬・法的地位

　佐藤鉄男「第 1節　管財人制度にみる日本・ドイツ・中国の倒産法比較」で
は、まず、倒産手続の中核的な担い手である管財人という制度について、比較
法的な視点により各事項における各国に共通する点と相違する点が示される。
　高田賢治「第 2節　管財人候補者の選定」は、従来、論じられることのなか
った管財人候補者の選定という問題に取り組み、わが国の会社更生手続におけ
る「債権者主導型」会社更生の可能性を模索する。特に債権者の意向を管財人
候補者選定に介在させるべきか否かという、従来、日本法においては着目され
ることのなかった視点は注目すべきである（この視点は、次の第 ３章のテーマに
も関係する）。管財人が中立公平な立場にあることは当然の前提であるものの、
その候補者選定にあたって、特に再建型倒産手続運営のあり方に最大の利害関
係を有する債権者、特に金融機関等の主要債権者にどこまで関与を認めるべき
か、という視点は、比較法的な観点または立法論的な観点からも興味深い。な
お、筆者（杉本）の私見を述べると、倒産手続を主宰する中立公平な立場にあ
るべき管財人候補者の選定に、企業倒産の局面において主要債権者の地位を占
めることの想定される金融機関がどこまで関与できるのか、という問題は、金
融機関が社会において担う公共的役割いかんにも大きくかかわるものである。
このことは比較法の検討にあたり留意すべきであろう。
　倉部真由美「第 ３節　倒産手続における手続機関の報酬とその規制――日米
英独の比較」は、主に比較法的観点から手続機関の報酬規制について論じるも
のである。たとえば、会社法分野における取締役等の機関に対する報酬決定の
あり方は重要な問題であるにもかかわらず、管財人の報酬のあり方について
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は、中立公平な立場にある裁判所が関与しているという制度的担保があるため
か、従来、正面から論じられることはなかった。しかし、各国の法制度を概観
すると、実は、管財人等の手続機関の報酬に関する規律をもたないわが国のあ
り方はいわば「ガラパゴス」的であることが倉部論文によって明らかにされ
る。�
　杉本和士「第 ４節　破産管財人の法的地位――破産法律関係と実体法律関係
の結節点」は、今日の学説では意識的に分断して論じられる破産手続における
破産法律関係と実体法律関係のそれぞれにかかわる破産管財人の法的地位、そ
の果たすべき役割について論じる。具体的には、近時の最高裁判決を題材にし
つつ、上記主題に関する代表的な学説である伊藤眞教授の見解の客観的描写を
試みながら、破産手続の目的を行動原理とする破産管財人が破産法律関係と実
体法律関係を連結する「結節点」として機能し、両者を結びつけているという
視点を提示しようとするものである。
� （杉本和士）

第 ３章　事業再生のプレーヤーと債権者の利益

　第 ３章では、最大の利害関係を有する債権者の利益を倒産手続のどの段階に
おいて、誰が、どのように考慮すべきか、という視点をもって各論稿を読み解
くこととなろう。特に企業倒産について再建型手続（事業再生の視点）が世界
的にも広く普及しつつある今日において、倒産手続における債権者の地位「復
権」をいかに果たすべきかというアクチュアルな視点は、以下の各論稿を読み
解くうえで欠かせない。
　中西正「第 1節　『再生債務者＝D.I.P.』概念の再検討――民事再生におけ
る事業再構築のプロセスの検討」、水元宏典「第 2節　更生管財人・再生債務
者等の計画案作成における善管注意義務・公平誠実義務」および藤本利一「第
３節　『債権者一般の利益』概念の意義と機能」は、相互に関連する内容であ
り、あわせて読み解くべきである。
　まず、水元論文では、倒産法の目的論としての「債権者の集団的満足の最大
化論」が「計画弁済額の極大化すべき義務」を導くものではないことに注意を
喚起する。「債権者の

0 0 0 0

集団的満足の最大化」とは、正確には「債務者の
0 0 0 0

財産的
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価値の最大化」であるとし、この前提の下、再建型の更生手続や再生手続にお
いて計画案作成を担う更生管財人や再生債務者・管財人の義務論を検討すべき
であるとされる。そして、管財人・再生債務者が計画案作成に際して債務者の
財産的価値を最大化すべき善管注意義務を負うとしても、具体的に財産的価値
を最大化すべき計画とは一義的・客観的に明らかではない。そこで、その採否
選択については、利益相反となる場合を除いて、経営判断原則の下での裁量を
認めるべきだと説く。
　他方、中西論文は、事業再構築計画の成立に向けた「プロセス」という動態
的側面に着目しようとする。前提として、債務者財産価値の最大化を前提とし
てその配分を志向する債権者と、むしろ自己の事業再生（自主再建）を志向し
がちとなる債務者との間で生じうる相克関係を浮かび上がらせる。そして、こ
の相克関係がとりわけ鮮明に顕在化するのが再生債務者に計画案作成を委ねる
D.I.P. 型を採用する再生手続であり、D.I.P. ＝再生債務者として、債権者の満
足の引当てとなるべき債務者財産価値の最大化と自らの事業再生の実現を同時
に担うことの困難さが示される（なお、フランス法において、企業再建を前提と
する倒産手続の創設に伴い、伝統的な「管財人」制度が解体されたのも、この困難

さを意識してのことであり、中西論文の指摘は再建型倒産手続の担い手に関する本

質を突くものといえよう。第 ４章第 6節〔杉本和士〕を参照）。以上の相克関係の
打開策として、財産価値最大化の判断に債権者が関与すべく、再生債務者は自
らの提案する事業再構築の方針について再生債権者と交渉し、適切な情報提供
を行いつつ、再生債権者側からの対案提示を求めるべきである旨が説かれる。
そのうえで、D.I.P. 制度について、再生債務者は計画案の一本化の交渉に努め
なければならないとする交渉志向型の制度としての再構成を提示する。
　藤本論文では、主に再建型倒産手続における担保権者を始めとする利害関係
人の地位に関して、わが国において清算価値保障原則として理解されている
「債権者一般の利益」概念に着目する。ここでは、主にアメリカ法の議論（特
にCharles�J.�Tabb の見解）を紹介し（さらに、補充的にイギリス法の議論、Jennifer�
Payne の見解が参照される）、そこから日本法の問題状況を投影しようと試みる。
　以上と関連して、杉本純子「第 ４節　債権者機関（債権者集会・債権者委員
会）――日米の比較にみる債権者機関の役割と位置づけ」は、債権者が利害関
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係人としての地位を超えて、倒産手続に関与する「プレーヤー」として手続機
関を構成し事業再生に関与することを実現させる債権者集会・債権者委員会制
度（これを「債権者機関」と総称する）について論じる。アメリカ法を母法とす
る債権者委員会制度は世界的に波及しつつあり、わが国においてもその役割や
位置づけについて十分に把握しておくことは急務である。上記論文では、その
アメリカ法における債権者委員会に関する議論、さらに債権者機関一般に関す
る議論を踏まえつつ、日本法についての検討を行う。
　最後に、名津井吉裕「第 ５節　破産財団から放棄された財産の担い手」は、
破産財団に属する財産（特に換価困難な財産）について破産管財人が裁判所の
許可を得て放棄をした場合、その放棄財産に関する担い手をどのように考える
べきかという問題について扱う。破産管財人による管理処分を一次的に位置づ
ける（すなわち、放棄を原則として否定する）とともに、破産管財人による管理
処分に代わる二次的な担い手の方向性が論じられる。
� （杉本和士）

第 ４章　倒産処理のグローバル化を見据えて

　事業を再生するという場合、何をすればよいのか。さまざまなことが考えら
れるけれども、ざっくりといえば、貸借対照表の左側（借方）において収益性
を改善し、その右側（貸方）において負債を圧縮することが求められる（その
際、損益計算書の分析も欠かせない）。アメリカ連邦倒産法、特にその第11章手
続はこうした処理を実施することにおいて、他国の追随を許さないともいわれ
る。藤本利一「第 2節　アメリカの倒産手続と裁判所――未完の裁判所・裁判
官に映るあるべき司法像の変遷」は、裁判所が事業再生を担う過程において、
アメリカ法上、種々生じた問題を時系列で追いかけたものである。アメリカの
裁判所は、delegation（権限付託と外部機関の利用）をくり返しつつも、事業再
生を担うという点ではぶれなかった。
　佐藤鉄男「第 1節　プレーヤーをめぐる各国の特徴」では広く世界各国の担
い手のあり方を取り上げて、これを概観しているが、ここではアメリカ法に関
する視点から、以下において、本章の各論考にコメントを付す。いわば世界一
周の試みである。
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　玉井裕貴「第 ４節　ドイツ倒産法における自己管理手続の展開と『D.I.P. 型』
再建手続定着への模索」は、ドイツ倒産法における「D.I.P. 型」手続とされ
る、自己管理（Eigenver�waltung）手続について取り上げ、当該手続の歴史的
展開、および、手続の実情について検討するものである。第11章手続の影響を
受けて制定されたこの手続は、裁判所が選任する監督人（Sach�walter）＝第三
者機関の設置が義務づけられていることからも、民事再生法の「後見型」手続
の構成と類似する。しかし、日本とは異なり、円滑に機能していないとされ、
その原因が探求される。
　玉井論文で印象的なのは、くり返し紹介される自己管理型手続への批判であ
る。自己管理命令が法律上も例外と位置づけられていることから、経営破綻の
原因をつくった既存経営者を徹底して信用しないことがうかがえる。裏返せば
管財人に対する（主として裁判所の）信頼が根強いということにもなろうか。
一方、日本では、民事再生法制定時に、D.I.P. 制度に対する倒産実務家（管財
人経験者）の信頼ないし期待が強かったとされる。管財人制度の母法国との間
でなぜこうした違いが生じたのか、興味深いところである。
　この論考を違う視角から分析するものとして、名津井吉裕「第 ５節　ドイツ
倒産手続の担い手の役割に関する覚書――裁判所、管財人および債務者」が有
益である。名津井の現地インタビュー調査に基づいて著されたこの論文におい
て興味深いのは、従前の経営陣が申立ておよびその後の手続遂行に関与する
か、という点である。玉井論文にもあったように、既存経営者が退陣した後、
手続が申し立てられた成功事案があった。しかし、保護手続（Schutz
schirmverfahren）は、従前の業務執行者がとどまることを前提として構築され
ている。
　アメリカでは、D.I.P. に対して、ドイツほどの強い異議はみられない。その
前提として、少なくない事案で、既存経営者が手続開始時にはすでに退任して
いることがあげられる。このことは、事業再生において、財務再構築ではな
く、事業再構築を先行させることから生じるものと思われる。すなわち、債務
者企業の収益性改善を試み、それに成功したもののみが、財務再構築＝法的整
理手続に移行できるということである。経営陣の交代は、前者のプロセスにお
いて頻繁に起こり得る。ドイツにおいて自己管理型手続が活用される可能性
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は、「既存経営者の申立て」という点へのこだわりを放棄したところから高ま
るのかもしれない。
　杉本和士「第 6節　フランス企業倒産手続を担う専門職――司法管理人およ
び司法受任者」は、精密にフランス倒産法における手続機関制度を紹介してい
る。そこでは、「管理人としての職務」と「債権者代表としての職務」が、司
法管理人と司法受任者に分属されていることが示されている。事業再生という
視点から、やや強引な解釈をすれば、前者がパイの増大に関与し、後者がその
分配を担う、ともいえようか。アメリカ法では、D.I.P. の行動に対し、債権者
委員会による監視・牽制があり（前掲第 ３章第 ４節〔杉本純子〕参照）、こうし
たガバナンスの「分業」という点において基本的な発想を共有するも、司法受
任者が債務者企業の清算機能を担うという点において、異質である。
　債務者企業に管理処分権等をなお残す場合、その行使に対するチェックが必
要となるのは、国や制度を問わないはずである。フランス法は、司法管理人を
設置しつつ、企業規模に応じて、その不在を許容する柔軟性をもち、コスト意
識の高さが顕著である。他方、清算機能を担う司法受任者を必要的に選任する
ことをどのように理解すればよいか。アメリカ法を主たる比較法とする筆者
（藤本）には、この点にどうしても「呪い（倒産手続＝清算）」が感じられ、そ
の意味で、名津井論文に示されているようなドイツ法における「倒産文化」の
残滓が、なおフランス法にも垣間みられるように思われるのである。
　高田賢治「第 ３節　イギリス企業倒産手続の担い手――裁判所を中心に」
は、複雑で難解なイギリス企業倒産手続の概要をわかりやすく整序し提示して
いる点においてすぐれている。その際、清算人の関与、モラトリアム（権利行
使禁止）の有無、計画案決議型（計画による権利変更）を分析の柱としていて、
全体への見通しがよくなっている。
　イギリス法において興味深いことは、まず、モラトリアムの導入についての
消極性であろう。法的整理手続（insolvency� proceeding）のコアは何か、とい
う問題があるが、裁判所（司法権）の下での権利行使禁止はその不可欠の要素
であろう。上述のように、事業再生が事業再構築と財務再構築から成るもので
あると解すれば、かかるモラトリアム、アメリカ法の文脈におけるステイは、
この貸借対照表のリバランスを支える支点となる。見方を変えると、イギリス
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の裁判所は、事業再生に冷淡ないし無関心である（あった）といっても過言で
はない。この点は、裁判所の構成員（裁判官）とは何者か、ということが関連
するようにも思われる。すなわち、裁判官はバリスタ（およびその集団）の利
益代表者である点に注目すれば、答は自明となる。バリスタの本来的職務に思
いをはせるべきであろう。
　整理計画（Schemes� of� arrangement）における裁判所の姿勢も興味深い。裁
判所が申立て段階で組分けに注視するのは、絶対優先原則および清算価値保障
原則の下、清算価値では弁済を受けられない組の議決権を奪うからであろう
（藤本利一「倒産法の世界のこれから」法学セミナー717号（201４年）26頁参照）。一
方、認可の段階では、裁判所による計画の公正さや遂行可能性の判断が求めら
れることになるはずである。その意味で、イギリス裁判所は、会社整理により
事業再生に（不承不承ながら）参加せざるを得なくなった、と理解することも
でき、現在かの地の中堅若手研究者によるアメリカ法研究が進展していること
も、故あることである。
　金春「第 7節　オーストラリアの企業再生手続における裁判所の関与のあり
方――任意管理手続・会社整理計画における裁判所の事後的、後見的な役割を
中心として」は、イギリス法を母法国とするオーストラリア法の概要ついて、
その沿革を踏まえつつ最新の改正動向をも紹介するものである。モラトリアム
や計画認可の効力に関連して、裁判所の関与の度合いは、イギリス同様、そう
強くないことがうかがえる。この点については、金も、裁判所は「あくまでも
事後的に、後見的な役割を果たすことに重点をおいている」とされ、「その代
わりに行政機関が重要な役割を果たしている」という。企業再生に関し裁判所
の関与のあり方を検討するうえで重要な指摘であろう。
　整理協定（Schemes� of� arrangement）について、協定案策定後、裁判所への
申立て前に、「証券投資委員会に対し1４日間にわたる協定案についての審査期
間を与えなければならない」とする点は興味深い。類似した規律が、ニューデ
ィール期のアメリカ法においてみられた。裁判所を中心とした従前の倒産実務
に対する決定的な懐疑から、後の連邦最高裁判事であるDouglas�は、再建計
画案につき証券取引委員会による事前審査を義務づけた。この審査を経なけれ
ば、債権者ですらその案の内容をみることもできない。種々の理由からこの構



14

解題――本書を読み解く補助線

想は破綻し、倒産法が機能不全に陥った（藤本利一「アメリカ法における1970年
の企業再建――William�O.�Douglas�の構想とその帰結」阪大法学6５巻 2 号（201５年）

81頁参照）。金によれば、オーストラリア法の文脈でも、この点は問題となっ
ているようであり、行政機関の関与のあり方については、今後もなお検討を要
する課題である。
� （藤本利一）

終章　倒産処理プレーヤーの今後――真の専門家集団へ

　アメリカを起点に、ヨーロッパからイギリスへ、そしてオーストラリアを旅
してきた本稿も最終の目的地に到着する。佐藤論文（第 ４章第 1節）は、「人間
社会に不可避の倒産現象を誰がどう対処するか」という視点から、その担い手
の役割について、広く諸国の法制度およびその沿革を参照しつつ論じるもので
ある。そこから浮き彫りにされたのは、倒産という現象を扱いながら、各国の
「プレーヤー」のあり方にみられるさまざまな相違である。その国の歴史、制
度や文化を背景にして生じるこうした違いは、今後どういう方向に向かうので
あろうか。佐藤により示される解は、「脱専門家」と「チーム INSOL」という
キーワードの下、終章（佐藤鉄男「倒産処理プレーヤーの今後――真の専門家集団
へ」）において提示される。すなわち、「倒産村」からの逸脱と、多様なプロフ
ェッショナルズとの協働である。
　アメリカ法において、倒産事件は、当初、個別の訴訟事件の束と考えられて
いた。その結果、倒産事件の管轄権は裁判所（司法）に委ねられることになっ
たけれども、Kennedy の分析を踏まえていえば、これはもしかしたら、偶然
の産物かもしれない。しかし、そのおかげで倒産事件では、法の支配の下、完
璧なものではないとしても、少数者（反対債権者等）への一定の配慮がなされ
てきたようにも思われる。こうした伝統を今後も受け継いでいくには、アメリ
カ法がそうであったように、「事業再生」を司法の領域で実践していかなけれ
ばならない。そのためには、既存のプレーヤーの再編や何よりも彼ら・彼女ら
の意識改革が不可欠なものとなろう。佐藤論文および本書は、その意味で、こ
れからのあるべき道筋を照らし出す灯りとなるのかもしれない。
� （藤本利一）
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倒産法学、倒産実務における本書の意義

１ �　倒産法の発展の過程は、ごく簡単にいうなら、以下のように要約できよう
か。
　⑴　初期において、倒産法とは破産法（清算型倒産手続）のことであった。
破産手続の当初の目的は、債務者が期限の到来した債務を一般的・継続的に
支払えないことから生ずる混乱・紛争を解決する点にあったと思われる。債
務者の財産を包括的に差し押さえ、債権者の権利行使を禁止して、配当手続
を行う（債務者財産の公平な分配を行う）ことにより、この目的を達成したわ
けである。
　⑵　その後、経済が発展し、信用制度の確立、とりわけ担保信用の確立が強
く求められると、別除権、相殺権などの、ファースト・プライオリティーを
保障された担保的地位が創設されることとなった。わが国の破産法の母法で
ある1877年のドイツ破産法は、私（中西）には、100年ほど続いた担保的地
位を確立せんとする改革の到達点であったように、思われる。
　　これと同時に、無担保信用（無担保債権者）が、新たに創設されたファー
スト・プライオリティーの犠牲とならないよう配慮され、不足額責任主義、
偏頗行為否認、相殺禁止などが、整備された。
　　この時期に「倒産実体法」の概念が成立したと思われる。そこでは、「破
産手続における債務者財産の分配基準」が問題とされ、倒産実体法は可及的
に平時実体法を尊重するという基本原則が確立された（平時に行ったリスク
管理を破産手続でも可及的に尊重した）とみることが、許されようか。信用の
供与が大きな役割を果たす一方で、債務者の倒産という現象を容認する経済
体制において、信用供与者の自助努力＝リスク管理を支援するこの原則は、
不変の価値をもつと思われる。
　⑶　その後、破産手続において、債務者の財産を解体・清算せず、債務者に
事業を継続させて、その将来収益から債務を弁済させる手法が（破産配当の
代わりであるから一部を弁済させて残部を免除することになる）、創設された。
これが破産回避の和議の制度であり、再生型倒産手続の誕生である。
　　再生型倒産手続は、事業再構築の部分と、財務再構築の部分により、構成
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される。
　　事業再構築とは、債務者の事業をリストラクチャー（再構築）して、その
収益力を向上させることである。
　　他方、財務再構築とは、債務者が負う債務を、向上した収益力により支払
える範囲に圧縮することである。破産手続で形成された債務者財産の分配基
準（倒産実体法の基本原則）は、財務再構築＝権利変更を行う際の基準に転
換され、清算価値保障原則と相まって、信用供与者の自助努力＝リスク管理
を支援する機能を、再生型倒産手続においても維持せしめることとなる。
　⑷　再生型倒産手続は、その後、アメリカなどを中心に、大きく発展した。
　　最も著しい発展をみせたのは、事業再構築の部分である。これは、債務者
の財務状況を分析する技術、事業からの収益を予測する技術、事業を再構築
する技術などの進展によるものと、いえようか。これに合わせて、DES や
DDSなど、財務再構築の技術も発展していったと思われる。
　　また、債務者ではない第三者が事業再構築する手法も、再生型倒産手続に
取り入れられた。すなわち、債務者の事業を第三者に譲渡し、その第三者の
下で事業再構築が行われ、第三者は債務者に事業の対価を支払い、その対価
を債権者に分配する際に債務者財産の分配基準が妥当するという手続が、再
生型倒産処理と位置づけられた。
　　再生型倒産手続をすぐれた事業再構築の場とならしめたのは、D.I.P. であ
ると思われる。私（中西）が理解するところのD.I.P. とは、債務者が、事業
再構築案と財務再構築案を策定し、これを債権者団に提示し、債権者と交渉
し、策定・提示した案を修正し、債権者全体の多数の支持が得られたなら、
反対する債権者がいても、法の強制力の助けにより財務再構築が実現され、
債務者は事業再生を遂げる、という手続である。
　　D.I.P. が再生型倒産手続をすぐれた事業再構築の場とならしめる理由は、
次のとおりだと思われる。債務者の事業を最もよく知るのは債務者自身であ
る。このような債務者が専門家の助力を得て策定した事業再構築案を、多様
なバックグラウンドをもつ多数の債権者が検討し、修正を加え、債務者と債
権者の多数が納得する結果が得られたなら、それは、限られた時間と費用の
中で得られる最善の策であるとみることが、許される。
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２ �　事業再構築を基軸とすれば、倒産処理・倒産法の新たな位置づけがみえて
こよう。
　「事業再構築」は連続性をもった幅の広い概念であり、ある企業が倒産状態
にない場合にもある場合にも問題となる。事業再構築は、財務状況がさほど毀
損していない時点で、より高い収益力をめざすために、問題となり得るし、財
務状況が極めて悪化し、デフォルトを避けるために、必要とされることもあ
る。
　このような観点からは、「再生型倒産処理」とは、事業再構築の一場面であ
り、事業再構築のほか、株主や債権者の「権利変更」（財務再構築）をしなけれ
ば、債務者の「事業再生」が不可能な場合をいうと定義することも、可能とな
る。もはや事業再構築が無意味になった場合、すなわち、事業再構築しても企
業価値が清算価値を下回る場合には、破産手続などの清算手続が行われること
に鑑みれば、再生型倒産処理とは、事業再構築という連続帯が尽きる点に位置
する、遅きに失した事業再構築だと、いえるのである。
　事業再構築は、倒産処理と市場を結びつける概念でもある。ある企業が事業
計画を示し、信用供与者と交渉し、双方合意のうえで、与信を受け、事業を展
開したが、市場の支持を得られず、競争に敗れ、倒産した。そこで、再生型倒
産処理において、事業を再構築し、再度信用供与者と交渉し、双方が納得のう
えで（債権者側は多数決となる）、権利変更と新たな信用供与を受け、市場での
競争に戻る（再び市場に信を問う）わけである。企業・事業の新陳代謝を促し、
活力ある経済社会を維持するという倒産処理のマクロ経済的機能は、このよう
な結びつきを強化してこそ、十分に発揮されるものと思われる。
　以上のように理解するなら、平時に、競争力・収益力を高めるために行う事
業再構築、私的整理で行われる事業再構築、そして再生型倒産処理で行われる
事業再構築は、 1つの直線上に並ぶことになる。
３　以上のように理解したとき、再生型倒産処理は誰が遂行するのであろう。
　財務再構築を担当するのが法律家である点に、異論はないであろう。そこで
は、倒産実体法は可及的に平時実体法を尊重するという原則が妥当し、信用の
供与が大きな役割を果たす一方で、債務者の倒産という現象を容認する経済体
制において、平時に行われた信用供与者の自助努力＝リスク管理を、再生型倒
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産手続でも可及的に尊重することになる。
　しかし、事業再構築は、そうではない。それは、基本的にビジネスに属する
業務であり、金融、会計、そしてビジネスの専門家により、遂行される。もち
ろん、法律家も関与しなければならない。事業再構築計画の策定において法律
問題を解決するのは、法律家である。必要な情報が利害関係人にいきわたって
いるか、法律違反などの不正は行われていないかをチェックするのも、法律家
である。しかし、自らの専門でない事項については、抑制的でなければならな
い。とりわけ、裁判所による介入は、事業再構築をめぐる交渉が公平であるこ
と、適正であることを保障するためにのみ、行われるべきである。
　再生型倒産処理を効果的に遂行するためには、債務者、債権者、裁判所、あ
るいは事業譲渡を受けたい（スポンサーになりたい）第三者以外のプレーヤー
も、必要である。その例として、再生ファンド（十分な資金と事業再構築に必要
なノウハウ・スタッフを有する組織）を、あげることができる。債務者は自主再
生を望んでいるが、事業再構築を行う能力がなく、債権者も、リスクを負う余
裕はないし、債務者の事業再構築を支援するノウハウもないという場合、再生
ファンドが倒産債権を買い、債権者の立場で債務者の事業再構築計画の立案を
支援し、債務者が再生すれば、債権を買値より高い値段で債権者に買い戻して
もらう。また、債務者が事業譲渡型・スポンサー型の再生を望むなら、ファン
ドが債務者の全株式を引き受けて、事業再構築をし、事業再生を遂げたと判断
すれば、その株式を上場するなどして売却する。これらにより債務者の事業再
生が促進されよう。
　私見によれば、以上が最も進んだ倒産処理の姿である。そして、そこでは、
法律家のみならず、金融、会計、そしてビジネスの専門家が、チームをつくっ
て、倒産処理にあたることになる。さらに、再生ファンドのように、このよう
なチーム自体を備えた組織が、倒産処理に貢献する。これらが、本書でいうと
ころの、「チーム INSOL」である。
４　本書は、最も進んだ倒産処理実務において、誰がどのような役割を果たす
べきかを理論的に検討した、わが国で初めての論文集である。残念なことに、
わが国で、このような倒産処理実務が確立されたとは、いいがたい。それだけ
に、理想的な再生型倒産処理実務を確立するためわれわれは何をなすべきかを
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考える際、本書は重要な指針を与えてくれるものと自負している。
　倒産法学、および倒産実務における本書の意義は、以上のとおりであると考
える次第である。
� （中西　正）
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第 １章　第 １節　担い手にみるわが国の倒産法概史――第三者機関中心モデルの生成と変遷

担い手にみるわが国の倒産
法概史
――第三者機関中心モデルの生成と変遷

第1節

Ⅰ　はじめに

　支払能力を失い多数の債権者への債務不履行が不可避となる倒産現象は、自
由な経済活動の延長で私的自治の下、純粋に当事者（債務者と債権者）だけで
「けり」をつけることができなくはないが（私的整理）、利害関係のない第三者
を交えないと収拾がつけにくい極限状況である。帰属する自治組織や公的な機
関が介入することで倒産の処理が秩序立って行われることで、社会の混乱、崩
壊が阻止される。倒産の処理に介入する第三者には、古今東西さまざまな者が
存在した。なかには、整理屋とよばれ、力ずくの処理で混乱は抑えるものの、
結果的に不正義を増長させてしまう、招かざる第三者もいた

1
。

　この点、倒産が不可避であることを前提とした経済社会では、これへの公認
された対処法が確立されることになる。すなわち、まずは社会の総意として破
産者に対して厳しくのぞむ制裁の体系が破産法の出発点であった

2
。しかし、

倒産への対処法としては、破産者への制裁とともに、残余財産への包括的執行
という債務者に対する債権者の最終的な権利実現という側面のほうがより重視
されるようになる。すなわち、単純化していえば、債務者の元に残った財産は
乏しい一方で、これを取り巻く債権者の債権額ははるかに多くあり、自由な競
争に任せては早い者勝ち、強い者勝ちの弊が避けられないので、ここに第三者
が介入しいかに債権者間の共同的・公平的満足を実現するか、という側面であ
る。そして、この第三者は、倒産が社会的な関心事であることから、公的な機

1	　わが国でも整理屋の存在はそれほど遠い過去のことではない、田原睦夫「整理屋の時代と弁護士
の倒産実務――事業再生に活躍する弁護士の礎のために」松嶋英機弁護士古稀記念論文集『時代を
リードする再生論』（商事法務・2013年）270頁。

2	　園尾隆司「破産者への制裁の歴史と倒産法制の将来」民訴雑誌61号（2015年）51頁、小梁吉章
「破産と恥辱」広島法科大学院論集 ４ 号（2008年）35頁。
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関が倒産の処理を取り仕切る（主宰者）という形をとって現れることになる。
すなわち、行政機関であったり、司法機関であったり、である。また、倒産は
数に波はあれ頻発するものであり、複雑な様相も呈しているのが常なので、個
別の事件の処理を遂行する専門的な第三者（手続遂行者）の存在も必然となっ
てくる。
　そこで本稿では、わが国の倒産システムがこのような意味での担い手に焦点
をあてた場合どのような変遷をたどってきたのか、そこから何が読み取れる
か、若干の比較法的視点も交えつつ歴史からの学びを得たいと願うものであ
る。

Ⅱ　立法展開のあらまし

　自給自足や現金取引でことを済ませていた時代なら倒産現象とは無縁であっ
たであろうから、倒産現象とそれへの対処はある程度まで経済が発展してから
のことになろう。そもそも何をもって倒産法とするか自体が必ずしも自明では
ないが、倒産者の存在を前提にそれに特化した対処のシステムは、中世のヨー
ロッパ諸国がローマ法に基づく強制執行から全体執行を分化させ現在の破産法
につながるものを展開させたことに始まるとされる。債権者をだました者とし
ての倒産者に対する制裁とともに、その者の総財産を換価し配当するといった
要素が備わった制度が16世紀以降のヨーロッパ諸国で認識できる。その展開の
詳細は、園尾論文（脚注 ２参照）に委ねるとして、本稿で検討するわが国の倒
産立法のあらましを概観しておこう。

１ ．固有法としての分散

　わが国の倒産立法の最初のものは、鎖国体制下の江戸時代にみられ、すなわ
ち欧米諸国からの直接の影響はない固有のものである。当時すでに司法機関で
ある奉行所による訴訟（出入筋：民事、吟味筋：刑事）制度が整い、敗訴した者
がそこで命じられた債務の履行をしない場合には村町役人立ち会いの下で全財
産を対象とした強制執行の制度「身代限り」も存在していたとされる。これと
一部で重なり混同されることもあるが、基本的な理解として身代限りと区別さ
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れ、現在の倒産処理に近いものとして「分散」の慣習が存在し、やがて公事方
御定書

3
の下巻に成文化されるに至っている。

　当時の分散は、身代限りを避ける私的整理的なもので、債務者の全財産の売
却とその平等な配当を債務者と債権者の合意で進めるものであった。奉行所が
関係することはなく、行政職の村町役人が関与するものであった

4
。

　そして、身代限り、分散は、明治期に至っても存続していた
5
。すなわち、

明治 ５年 6月の太政官布告「華士族平民身代限規則」、そして、明治２3年 ８ 月
の法律「家資分散法」である。これらは江戸時代からの身代限り、分散の発想
を引き継ぐものであったが、家資分散法は、旧商法破産編の制定と同じ年のも
ので、商人破産主義を採用した後者に対し、非商人を対象としたもので、裁判
所（区裁判所）が関与するようになり、家資分散者は選挙権・被選挙権を喪失
するものとされた。

２ ．明治２3（１890）年・旧商法第 3編「破産」

　明治維新により長きにわたった江戸時代の幕藩体制が終焉し、わが国の近代
期が始まり、新たな統治体制の構築、そして法体系の整備が急務となった。そ
れは実質はともかく、少なくとも形のうえでは西洋法に倣った基本法典をわが
国に整えることであり、ドイツやフランスから法律顧問を招聘し精力的に作業
が進められた。
　その中の一つである商法の中に、西洋法モデルの倒産制度が整えられた。す
なわち、明治２3年法律第3２号の商法（いわゆる旧商法）第 3編破産がそれであ
る。これは、ドイツ人ロエスレルがフランス法をモデルにした破産制度であっ
た。同じ明治２3年に公布された民法とともに施行反対の声が上がり法典論争が
くり広げられたことが知られ、特に民法は施行されることなくつくり直される
ことになったが、商法に関しても、施行が延期されたりした。そんな中、破産

3	　第 8 代将軍徳川吉宗の享保の改革の折に、裁判に際し準拠すべき法令や判例が上下 2 巻の公事方
御定書としてまとめられた。

4	　園尾隆司『民事訴訟・執行・破産の近現代史』（弘文堂・2009年）４3頁、浅古弘ほか編『日本法制
史』（青林書院・2010年）2４４頁〔神保文夫〕。

5	　地域によっては、経済的に破綻した債務者に頼母子講等の形で再建資金を工面する工夫もあっ
た。小梁吉章『倒産法講義』（信山社・2005年）59頁。「仕法」という独特の私的整理もあった。山
内八郎「倒産処理手続としての『仕法』の慣例について」判タ6４1号（1987年）50頁。
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編は明治２6年 ７ 月 1 日から施行に至った
6
。

　そこで、この破産制度であるが、次のようなものであった。すなわち、商人
破産主義を採用し、破産者に対する資格制限があり、免責制度は存しない。旧
商法全体がフランス法モデルなので破産に係る実体・手続規定も当時のフラン
ス法に倣っていた。担い手としては、家資分散と異なり、破産の管轄裁判所は
地方裁判所とされ合議事件の扱いで

7
、裁判所は、裁判官 1名を主任官として

指名し、あわせて破産管財人を選任する。個々の事件の管財活動は破産管財人
が担い、管財人は主任官の指揮・監督に復する（旧商法9８3条、1013条）。
　裁判所は管轄区ごとに破産管財人名簿を備え置き、その名簿の中から破産管
財人を選任すべきものとされた（旧商法100８条）。名簿登載の要件や個々の事件
の選任基準について詳しい規定はなかった

8
。同じ明治２3年制定の裁判所構成

法が弁護士の名称とその職務内容を公認するに至ったが、江戸時代の公事師
9

の流れを汲む代言人を転化させたものであり、わが国最初の弁護士法の制定、
弁護士試験の実施は明治２6年まで待つ必要があり、その意味で、破産管財人の
給源として期待される弁護士の数も資質も不十分な状況にあった

10
。ちなみに、

区裁判所に管轄のある、非商人の家資分散は、資格制限の制裁に主眼があり、
管財活動は想定されておらず、担い手は特に必要なかった。
　制度の枠組みが整い、裁判所が倒産処理を主宰することになったものの、実
質的な意味での担い手は育っていなかったともいえる。すなわち、従来の身代
限りや分散では当該地域に根ざした村町役人が処理に際して後見的に関与して
6	　破産の部分のほか、会社や手形の部分も施行されたが、明治32年に現行商法が施行されたことに

伴い、破産編以外は廃止された。
7	　旧商法や家資分散法が制定された明治23年は、裁判所構成法の制定により司法制度も現代に通ず

る形で整備された年でもある。第 1 審裁判権は地方裁判所と区裁判所が分担することになり、その
当時、地方裁判所は全国４8カ所（各府県に 1 、北海道 3 。ほかに、甲号支部56、乙号支部22）、区裁
判所は全国300カ所であり、現在の裁判所所在状況に近い。フランス法モデルの破産制度であるが、
商事裁判所は倣う素地がなかった。

8	　商法施行条例に、地方裁判所の意見を聞き司法大臣が任命するなどの規定があった。代言人、公
証人で計算事務に明るい者が良いと述べるのは、長谷川喬『改正破産法正義』（信山社・1996年復刻
版、初出は1893年）117頁。

9	　江戸時代には裁判をするには、地方の者は奉行所に出向く必要があり、当事者に代わってこれを
する職業者としての公事師が生まれ、奉行所近くには公事師が宿泊する公事宿があったとされる。
当事者から不当な利益を得る弊害も少なくなかった。

10	 弁護士制度の展開については、大野正男『職業史としての弁護士および弁護士団体の歴史』（日本
評論社・2013年復刻版）参照。
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いたが、これも村町役人の制度転換（任命制）で地域的基盤を失い関与者とし
て適格を欠くようになっていた。裁判所、弁護士が関与する倒産処理への転換
は誤りではなかったとしても、現実の担い手不足は

11
、今から考えると、制度

の空転
12
、ひいては倒産事件に反社会勢力がつけ入る隙を与えたのかもしれな

い。

3 ．大正１１（１9２２）年・破産法・和議法

　旧商法下の破産法は、施行されたものの、当初から倒産実体法規定で不備が
多く、運用も芳しくなかったので、すぐに改正作業が始められることになっ
た。明治3５年にはすでに破産法草案が公表されていたが、旧商法と同じ明治２3
年に公布された民事訴訟法、明治２9年に公布された民法、明治3２年に公布され
た商法、と倒産法に関連する基本法がドイツ法モデルのものとなっていたの
で、破産法もドイツ法モデルへの転換がほぼ必然であった。もっとも、成案に
至るまでにはやや時間を要し、大正11年、ようやく（商法の一部ではなく）破
産法（旧破産法）が公布され、翌年から施行された。同法は1８７７年ドイツ破産
法に倣うところが多かった。
　また、公布・施行とも破産法とセットで和議法が制定された。和議法につい
ては、まだドイツに和議法がなかった（制定は19２７年）こともあり、立法上参
照されたのは1914年制定のオーストリア和議法であった。周知のとおり、この
破産法、和議法は、細かな改正を除けば、結果的に平成の倒産法改正まで長く
施行されることになる。
　大正期の改正に際しては、破産、和議事件の管轄は区裁判所に改められ
た
13
。ちなみに、この体制は、第二次世界大戦後の裁判所改革で、倒産事件の
管轄が地方裁判所に変更されるまで続いた。区裁判所では倒産事件の合議事件
扱いは不要となり、主任官の制度も廃止された。また、一般破産主義の採用に

11	 ちなみに、明治23年の裁判官数は1531名、弁護士数は1315名であった。
12	 旧商法・破産の宣告件数は、施行から廃止まで、年間最高292件、最低63件である。
13	 これは、ドイツにおいて、区裁判所（Amtsgericht）に破産事件の管轄があったことによる。ド

イツでは、全面改正がなされた現行制度（199４年制定、1999年施行）でもこの点は変わっていな
い。ただし、すべての区裁判所が倒産事件を扱うのではなく、ラント裁判所所在地にある、指定さ
れた区裁判所というのが現在の扱いである（§2 InsO）。区裁判所といっても、その後のわが国の簡
易裁判所と異なり、ドイツでも当時の日本でも裁判官は法曹資格を有する者で構成される。
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伴い、家資分散法は廃止された。
　裁判所は倒産事件を主宰する立場であり、個別事件を現場で処理する存在と
して、裁判所は手続機関を選任し、これを監督する（旧破1５７条、161条）。破産
事件では、破産管財人が必置とされ、破産者から管理処分権を奪い、破産管財
人に委ねる（同法 ７条）。これに対し、和議事件では、債務者の管理処分権は
維持し、調査のための整理委員、監督のための和議管財人を各々必要に応じて
選任するものとされた。この時点で、清算型手続と再建型手続が揃うととも
に、機関の考え方についても、管理型と監督型、必置型と任意型、という具合
に現在と同じ発想が生まれていたといえる

14
。問題は運用である。

　それには担い手たる裁判官や弁護士の数が重要であるが、裁判官数は明治２3
年から第二次世界大戦終了後までほとんど変化がなかった一方で、弁護士は、
大正年間に増加したが、その後は第二次世界大戦終戦までの間５000名強で推移
した。ただ、この間、金融恐慌を経験するなど倒産法の出番も多かったであろ
うことを考えると、担い手が充実したといえる数字ではなかったであろう。
　まず、破産に関してであるが、大正破産法の施行に伴い破産の申立ては急増
し改正直前の10倍になったが破産宣告数は ２～ 3倍になったにすぎない。当時
は、まだ免責制度もなく、破産の申立てといえばほとんど債権者申立てが占め
ていた。破産申立ては債権者からすれば債務者を威嚇する手段で、債務者から
自分だけにある程度弁済されれば取り下げることが多かった（宣告に至るのは
申立ての ２～ 3割）

15
。またこの大正破産法において破産財団が少なく手続費用

を賄えない事件は破産宣告と同時に破産廃止とする制度（同時廃止）が導入さ
れ（旧破14５条）、その場合、破産管財人は選任されることなくしたがって管財
活動もない

16
。幸か不幸か、破産申立件数、破産宣告件数が増加しても破産管

財人が極端に不足するという事態に至ることはなかった。

14	 平成改正前のわが国の倒産手続機関の状況については、佐藤鉄男「倒産手続における機関の再構
成」ジュリ1111号（1997年）187頁。

15	 園尾・前掲書（注 ４ ）280～281頁。こうした破産統計については、加藤正治博士が早くから注目
し、著書の多くで統計を紹介していた。

16	 しかし、破産宣告に伴う、各種の資格制限の効果は発生する。同時廃止は、管財人の選任を要し
ない点で家資分散と共通する（園尾・前掲書（注 ４ ）179頁）。同時廃止は最初から破産制度を自己
否定する側面を有していたが、そのことの問題が大きくなったのは個人破産が急増してからであ
る。佐藤鉄男「破産廃止に関する一考察――同時廃止を中心に」東北学院法学71号（2011年） 1 頁。
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　片や和議に関しては、当初から欠点の多い制度とされ、当事者にとって使い
にくく、裁判所も欠点の多い制度の利用には慎重であったため、一貫して低迷
を続けた。担い手が不足するということもなかった。申立ては、全国合計で二
桁の年が多く、三桁台になっても取下げが多く、昭和５５～61年に ７年連続で申
立件数が５00件台を数えたのが最高で、この間の開始率は ５割ほどであった

17
。

４ ．昭和１3（１938）年・会社整理・特別清算

　前述の破産法、和議法により、清算型、再建型の基本的な倒産処理制度が形
の上では整備されたものの、すこぶる低調であった。そこで、昭和13年の商法
改正に際し、債務者が株式会社の場合に限定した倒産処理制度がつけ加えられ
た。当時のイギリス法が参考にされたとされるもので、会社整理は、再建をめ
ざす私的整理に裁判所の監視の目を及ぼすこと、特別清算は破産ほど厳格では
ないが債務超過等の状況下で通常清算よりは慎重に清算を進めることを意図し
て導入された。
　個々の事件の担い手として、会社整理では、検査役、整理委員、監督員、管
理人と一見多彩を極め、特別清算でも、清算人、監査委員、検査役が規定され
ていた。事案に応じ、適材適所で対処しようとの意図がうかがえるが、その利
用実態たるやどちらも申立ては二桁台、開始件数に至っては一桁の年も珍しく
ないという状態がずっと続いた。その意味で、裁判所が関与する倒産処理メニ
ューは増えたものの、低迷の解消につながることはなかった。会社整理は後に
廃止されることになるが、特別清算は徐々に一定の需要が掘り起こされること
になり（三桁台の開始）、改正を経て現在に至っている。
　この ２つの制度における各機関の役割や相互関係は、かなり複雑でわかりに
くいものである。現段階でここから何か有用な知見を得ようとしても生産的で
はない。しかし、担い手として弁護士のほかに公認会計士などが活用されるよ
うになったのは、これが商法に根拠をもつ倒産処理制度だったことにもよろ
う。

17	 データは、麻上正信＝谷口安平編『注解和議法』（青林書院・1985年） 8 ～ 9 頁、青山善充編『和
議法の実証的研究』（商事法務研究会・1998年） ４ ～ 5 頁。園尾・前掲書（注 ４ ）283頁は、破産・
和議は機能せず、弁護士は法廷内活動にあたるだけで、任意整理も発展せず、倒産現象には不法勢
力がはびこることになったとする。
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５ ．昭和２7（１9５２）年・会社更生法

　第二次世界大戦における敗戦は、わが国の憲法、統治体制の転換をもたらす
こととなり、種々の法改正や新法制定があった

18
。倒産法もその例外ではなく、

アメリカ法の影響を受けて、破産法に免責制度がつけ加えられるとともに（旧
破366条ノ ２以下）、会社更生法が制定された。これは、株式会社に限定した制
度である点で会社整理や特別清算と共通しているが、担保権者から株主まで広
い範囲で利害関係の調整を試みることで企業の再建を後押しする、本格的な再
建型の倒産手続であった。
　裁判所が企業再建を主宰すること自体は和議、会社整理で経験済みであった
のに、会社更生法の制定・施行は、法曹が本格的にビジネスに乗り出すものと
話題になる一方で、実業界からは強い懸念や批判が湧き上がることになった

19
。

　個々の企業の再建現場を担うのは、必置機関として債務者に代わり管理処分
権を掌握する管財人である。また、裁判所は、必要に応じ調査委員を選任した
り、開始前に保全管理人を選任することもできるものとされた。鍵を握る管財
人について、同法は「信託会社、銀行その他の法人は、管財人となることがで
きる」と規定し（旧会更9５条 ２ 項）、破産管財人との違いを意識させたが、積極
的に選任要件を示すことはしていない。どのような者が管財人に選任されてい
たかというと、弁護士の選任は半分もなく、法人を選任する例も少なかったと
される

20
。

　会社更生の存在はそれなりに認知され相応に利用もされた
21
。その後、19８0

18	 昭和22年制定の裁判所法、同法の翌々年改正によって、わが国の裁判所制度は大きく変化した。
特に、地方裁判所と同格の家庭裁判所の設置、地方裁判所と第 1 審裁判権を分担するものの従来の
区裁判所とは趣旨を異にした簡易裁判所の設置、は新機軸であった。簡易裁判所では裁判官が必ず
しも法曹資格を要しないことも関係し、倒産事件は地方裁判所が管轄権をもつことに変更された。

19	 訴訟中心の活動をしていた弁護士にとっては新たな知見をもってのぞむ必要がある分野となるこ
とを意味し、実業界から債権者の権利を犠牲にして企業の再建を優先する悪しき法との声が上がっ
た。詳しくは、三ヶ月章「会社更生法の司法政策的意義――理念と現実の開きの直視と対策の提案」
同『会社更生法研究』（有斐閣・1970年）215頁。

20	 三ヶ月・前掲論文（注19）291頁。昭和33～４1年の管財人178人のうち、弁護士は50人、会社役員
67人、債権者17人、公認会計士など 8 人、更生会社役員 6 人、法人 ４ 、その他26、であった。これ
については、宮脇幸彦＝時岡泰『改正会社更生法の解説』（法曹会・1969年）316～317頁。

21	 ちなみに、史上最も会社更生が利用（申立て）された昭和39（196４）年には、全国４9の地方裁判
所中35の裁判所で、合計172件の申立てがあった。この年の和議は80、会社整理は39。
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年代以降は、会社更生は大企業向けの事件で中小の企業が気軽にするものでは
ないという事実上の振り分けが働くようになり事件数は大幅に減った

22
。その

傾向は、現行会社更生法の施行後も続き、特に同法が競合管轄の定めをおいた
ことも手伝い（会更 ５条 6項）、会社更生は東京地方裁判所、大阪地方裁判所以
外ではめったに申し立てられないようになった

23
。

６ ．平成の倒産法制

　大正11年の破産法、和議法、昭和13年の会社整理、特別清算、昭和２７年の会
社更生法、といわゆる倒産 ５法制時代が長く続くことになるが、肯定的評価の
ゆえであったわけではない。実際、手形取引が盛んであったこの時代、手形不
渡りは倒産の代名詞であったが、そこから推測できる倒産件数と比較すると、
裁判所の倒産 ５法制が利用される率は甚だ低かった（倒産における ２割司法）。
やがてわが国社会はバブル経済とその崩壊という浮き沈みを経験し、不良債権
処理が国家的課題となり、倒産法制も真価が問われる時を迎えた。しかし、そ
れはいよいよ当時の倒産法制の不備を露呈させ、運用上の工夫

24
で対処するの

にも限界があり抜本的改正が喫緊の課題となったのである。平成 ８（1996）年
10月、法務大臣から法制審議会に倒産法制改正の要否が諮問され、同審議会は
倒産法部会を設置し改正作業に着手した。
　当初は当時の倒産 ５法制を一挙に改正することも視野にあったが、諸般の事
情で、段階的に全法制がつくり替えられることになった

25
。すなわち、まず中

小企業の利用を念頭に一般的な再建型手続を用意するということで、和議法を
廃止し民事再生法を制定（平成11（1999）年）し、次いで、会社更生法（平成14

22	 手続利用の推移の評価は、加藤哲夫『企業倒産処理法制における基本的諸相』（成文堂・2007年）
257頁。また、262頁以下の倒産法制の歴史的鳥瞰も参照。

23	 花村良一「近年における法的倒産処理手続を巡る状況――統計的分析と一般的事件動向を中心に」
事業再生と債権管理（2008年）122号11４頁。もっとも、競合管轄は破産法、民事再生法でも存在す
るが（破 5 条 8 項・ 9 項、民再 5 条 8 項・ 9 項）、会社更生法の場合、規模による限定がない。
24	 制定法の改正機運が盛り上がらなかった間に、倒産法制を使う実務家が徐々にその質量を高め

た。東西倒産法実務研究会が東京と大阪の倒産実務を示した『和議』『会社更生・会社整理』『破
産・特別清算』（商事法務研究会・1988～1989年）の 3 部作は、当時の倒産処理を知りうる貴重なも
のである。

25	 時間軸でこの間の状況を筆者が描いたものとして、佐藤鉄男「倒産法制の明日へ――倒産処理の
不易と流行」ジュリ1４1４号（2011年）107頁。
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（２00２）年）と破産法（平成16（２004）年）をつくり替え
26
、さらに会社法制定の

際に、会社整理を廃止し特別清算は改正のうえ存続した。
　現行法であるので詳論は要しないと思うが、立法という点で担い手問題はマ
イナー・チェンジにとどまっている

27
。主宰者としての裁判所に関しては、ほ

とんど変更点はない
28
。すなわち、裁判所は個々の事件の現場を担う機関を選

任し、その監督にあたる。手続の進行を管理し、重要な局面では決定の形で判
断を示す。倒産手続と裁判所の関係はこちらがメインであり、事件処理の過程
で生じた争訟事項については、訴訟事件を扱う裁判体に委ねることになるが、
この点に関しては旧法より対象が拡大し規定も整理されたが新たな問題も生じ
ている

29
。一方、個別事件の担い手となる機関も、細かな見直しはされている

が、大きく旧法のそれと変わったところはない。
　簡単に確認すると、次のようになろう。破産と会社更生では、従来と同様、
管理処分権を掌握する管財人が必置機関とされる。これに対し、民事再生で
は、原則として債務者に管理処分権を残し（民再3８条 1 項）

30
、多くの場合、監

督委員が選任され、これが債務者の日常的な助言監督にあたる。この債務者の
経営権を温存させるスタイルは従来の和議と同様であるが、時に管財人を選任
する方式も用意され（同法64条）、要はケースに応じて遂行者を使い分けると
いうものであるが、その発想自体はかつての会社整理がそれに近かったという
意味では新機軸ではない。

26	 倒産法制を通じて共通性の高い倒産実体法に関しては、第 3 弾となる現行破産法制定の際に、先
行した民事再生法、会社更生法も一緒に改正する形がとられた。

27	 民事再生、会社更生、破産の 3 法の状況については、佐藤鉄男「倒産三法における機関の位置づ
け」福永有利先生古稀記念『企業紛争と民事手続法理論』（商事法務・2005年）659頁。

28	 倒産手続との関係で裁判所は、 2 つの異なった意義がある。すなわち、①現に個々の事件が係属
する裁判体としての裁判所と、②事件が係属している官署としての裁判所（破 2 条 3 項）である。
この区別は、旧法下から存在したものである。法文では、前者を単に「裁判所」と表現し、後者を

「破産（再生・更生・特別清算）裁判所」と表現している。
29	 これについては、佐藤鉄男「わが国の Vis attractiva concursus に関する一考察――倒産関連紛争

をどこで解決するか」同法62巻 6 号（上北武男教授古稀）21頁（2011年）。近時生じている問題につ
いては、島岡大雄ほか編『倒産と訴訟』（商事法務・2013年）の各論考で分析されている。

30	 アメリカ倒産法の用語に倣い、占有債務者（Debtor in possession）の言い方がこれ以降定着した
が、債務者の管理処分権の扱いは前身の和議でも同じであった。しかし、公平誠実義務（民再38条
2 項）が明文化された。逆に、会社更生において、実質的に経営権が温存される余地が明文化され
た（会更67条 3 項）。田原睦夫「DIP 型会社更生事件の管財人の欠格事由」福永古稀・前掲書（注
27）683頁。
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