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は し が き

　本書は、いわゆる「特定調停法」に関する「逐条的な概説」である。ただ、

あくまで「逐条的」というにとどまり「逐条」となし得ないには、訳がある。

かつ、「注解」や「条解」などの語を付さず「概説」を自称するにも、訳がある。

　特定調停法に関する概略については、その正式な名称なども含めて序章で

の解説に譲るが、元々民事調停法の特例として立法された経緯から、自足的

な法令ではなく、特定調停手続については、同法に定めるもののほか、民事

調停法の定めるところによる、とされている（特定調停法22条）。また、その

基盤となる民事調停手続についても、特別の定めがある場合を除き、その性

質に反しない限り、非訟事件手続法第２編の規定を準用する、とされている
（民事調停法22条）。各別の規則についても、しかりである（特定調停手続規則

９条、民事調停規則24条）。

　それゆえ、特定調停法の条文のみを対象に逐条でもって目次を構成しても、

手続の各局面にわたり適用法条に即して説き及ぶ書籍として成り立たせるに

は、技術的な困難を伴いそうである。しかし、自足的な法令がないからこそ、

手続の各局面にわたり適用法条に即して説き及ぶ書籍が成り立つならば、実

用的な便宜には適うはずである。

　そこで、本書では、特定調停法の条文配列は維持しつつ、特定調停手続の

実際において、他の法令が適用または準用される局面を抽出し、その関連条

文をも織り込む形で目次を構成することにより（必ずしも体系（書）的な章立

てではないが）、逐条的な解説書を企図した次第である。その際、逐条的に採

録する法律の規定と関連の規則については、実用上の便宜から全文を記述す

ることとしたが、反面、各別の解説が概説にとどまる結果となった点につい

ては、紙幅の都合とはいえ、読者に海容を請うほかない。

　ところで、かつて特定調停の制度は、主に個人（消費者）の債務整理を主

な対象として整備され運用されてきたが、近時、事業再生を企図した私的整

理との関係で、協議の成立を補完する手段として、その活用法が再定義され

ている。経営者による個人保証の整理や、廃業清算（承継）に向けた整理に
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ついても敷衍されている。また、災害被害者の生活再建との関係でも、新型

感染症の拡大に対峙すべき経済復興の施策としても、論じられている。ある

いは、裁判所における新たな運用も、提言されている。これら各種の指針、

準則、運用、提言の詳細については、関係各書に各自アクセスいただきたい

のだが、本書では、より一般的な課題として、特定調停そのものを私的整理

の協議の枠組みとして活用できないか、という点にまで踏み込んで解説して

いる部分もある。

　特定調停制度の活性化のため、諸々の立場で携わる可能性のある方々を幅

広く読者として迎えることができれば、著者一同、望外の幸せである。

　　2021年３月

執筆者を代表して
弁護士　濱　田　芳　貴

〔追記〕
　最後に二言、編者個人として謝辞を申し述べたい。
　本書企画の端緒は、今を遡ること云年前、毒気芬々たる酒楼の片隅にて、手遊びに特定
調停の関連条文を単行法よろしく拾い並べてみた酔狂にあり（第８章と目次の胚胎）、そ
のまま余勢を駆って一気呵成に仕上げたならば、さぞや褒められたであろうところ、長阿
含の経に謂われる飲酒六失そのままに、巻き添えたる共著者の興が醒めてなお遅々と千鳥
に歩み、皆々が忘れかけた頃になり、誰彼を問わず彼此を問い糺し、問い返され、問い直
し、その繰り返しの末、漸く今に至ったものである。
　この間、本書の企画編集校正を当初に担当いただいた安倍雄一氏、そして、混沌の途上
から事後を託された軸丸和宏氏には、多大なるご迷惑をおかけし、多大なるご尽力をも賜
り、ここに詫び礼する次第である。
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１　特定調停の沿革と経緯

　特定調停手続に関する根拠法、いわゆる特定調停法、特調法、その正式名

称は、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」である（平

成11年法律第158号・同12年２月27日施行。現行法は同23年５月25日の一部改正後）。

かねてより、「債務弁済協定調停事件」として受理されてきた民事調停の事案

類型を念頭に、主に多重債務者の債務整理を企図して工夫されてきた実務の

運用に明文の根拠を与え、その手続の実用性や実効性に資するべく、個人債

務者や中小事業者による利用を念頭に置いた民事調停の特別手続として再設

計されたうえ、議員立法により成立したものである
1

。民事調停の特別手続

としての位置づけゆえに、特定調停手続については、特調法に定めるものの

ほか、民調法の定めることろによるものとされており（特調22条。なお、特調

23条、特調規９条、民調23条、民調規１条）
2

、さらに、その基盤となる民事調

停手続についても、特別の定めがある場合を除き、その性質に反しない限り、

非訟法第２編の規定を準用するものとされており（民調22条、民調規24条）
3

、

1　その前段階として、金融機関を含む大小倒産が相次いだ1998年（平成10年）頃、窮境企業に
係るバランスシート調整（担保不動産の処分による不良債権の処理）を促進するため、不動産に
関連する権利等の調整（調停や仲裁）を所管する行政委員会の設置等に係る法案が内閣から提出
されたが、ゼネコン徳政令である等の批判に晒されて廃案となった、という経緯がある。その後、
①民事調停の一類型とする、②個人債務者や中小企業者による利用を念頭に置く、③税務処理は
税法の一般原則に委ねる等、大幅な制度設計の変更を経て立法に至ったものである。一問一答５
頁参照。
2　特調法の特別の定めとしては、たとえば、移送要件の緩和（特調４条）、簡易裁判所の裁量移
送（特調（制定時）５条、（現）非訟10条・民訴18条）、併合審理の促進（特調６条）、民事執行手
続の停止に関する規律の明確化（特調７条）、専門家を民事調停委員に指定する措置（特調８条）、
利害関係者の参加の容易化（特調９条）、権利関係の解明に関する当事者の責務（特調10条）、文
書提出命令と過料の制裁（特調12条、24条）、職権調査（特調（制定時）13条、（現）非訟49条参照）、
官庁等からの意見聴取（特調14条）、調停条項案の書面による受諾（特調16条）、調停委員会が定
める調停条項（特調17条）など。
3　民事調停法（昭和26年法律第222号）もまた議員立法であったことなど、今日では近代立法史
の遠景であるかもしれない。特定調停制度との関連において、さらにその前史まで回顧するに、
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結局のところ、特定調停手続の各局面にわたり自足的に規定を網羅する単行

の法律は存在しない、ということになる
4

。

　立法の当初は
5

、その所期の企図に沿う形で、多重債務者（消費者や個人事

業主）に係る債務整理に活用されてきたほか
6

、各地の住宅供給公社など、各

種の第三セクターの過剰債務処理案件への適用例もみられた一方
7

、民間セ

かつて、第１次世界大戦（1914年～ 1918年）、関東大震災（1923年）、金融恐慌（1927年）、世界
恐慌（1929年）、柳条溝事件（1931年）といった時代背景のもと、長期不況下における債務整理に
よる債務者更生を企図した施策として、金銭債務臨時調停法が時限立法され（昭和７年法律第26
号）、昭和９年（1934年）には恒久化されたが（なお、昭和17年（1942年）には、同法７条所定の「調
停に代わる裁判」の制度が、戦時民事特別法により各種調停に広く準用されるようにもなったが）、
戦後、その役割を新設の民事調停法に譲りつつ、（借地借家調停法（大正11年）、小作調停法（大
正13年）、商事調停法（大正15年）などと共に）廃止されるに至った、という経緯がある（その際、
憲法違反が云為される「調停に代わる裁判」に代えて、「調停に代わる決定」の制度（民調17条）が
導入されている）。小山28頁以下ほか参照。なお、金銭債務臨時調停法に関する当時の解説は、
今日の特調法にも一脈通ずるものがあり、少々長くなるが、ここに引用しておきたい。すなわち、
「……債權の價値は其法律上の銘價に非ずして經濟上の實質に存することは疑を容るるの餘地の
ない事である。債權があつても債務者に支拂の資力がなければ其債權は一文の値打ちもない。訴
訟を提起したり競賣の手續を執つたり多くの時間と費用とを空費して而も結果を得られない樣な
事になればそれこそ債權の價値は寧ろマイナスである。かかる債權に付て調停に依りて解決する
ことがどうして債權者の不利益であらうか。況んや誠實な債務者に對し或程度の讓歩をなして之
に更生の機會を與へると共に其の讓歩の條件を迅速簡便に確保する途を講ずることは債權者に取
て利益でなくて何であらう。……本法適用の範圍に於ては少なくとも債權者の利益は同時に債務
者の利益である、やがてはそれが社會の一般の利益であり、社會一般の利益は反射的に又債權者
債務者の利益である」（長島毅『金銭債務臨時調停法解説〔改訂増補第10版〕』４頁以下（清水書店、
1934年））。えてして、時がめぐり歴史は繰り返すものである。
4　関係法令の適用および準用の関係については、本書第８章（特調22条・民調22条）参照。
5　立法当時における解説として、たとえば、一問一答のほか、林道晴「いわゆる特定調停法・同
規則の制定とその運用について」判タ1017号26頁（2000年）、山﨑栄一郎「特定調停手続規則の概要」
NBL683号17頁（2000年）、小林由美「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律に
ついて」ジュリ1172号52頁（2000年）、相澤哲「『特定債務等の調整の促進のための特定調停に関
する法律』の概要」登記情報459号55頁（2000年）、「特集・特定調停手続の概要」調停時報145号（2000
年）など。
6　詳細は省略するが、消費者金融業者や商工ローン業者からの借入れに関する、いわゆる「グレー
ゾーン金利」の引き直し計算による残高の圧縮（さらには、返済金の元本への充当計算により発
生する「過払金」の返還交渉）などが、当時の実践的な課題であった。なお、今岡毅「特定調停事
件処理の基本方針と現在の問題点」岡久幸治ほか編『新・裁判実務大系㉖　簡易裁判所民事手続法』
500頁（青林書院、2005年）ほか。
7　たとえば、住宅供給公社（多比羅誠「事業再生手続としての特定調停」新堂幸司＝山本和彦編『民
事手続法と商事法務』21頁（商事法務、2006年）、馬杉榮一＝坂口唯彦「北海道住宅供給公社の特
定調停手続――リーガルリスクを回避した17条決定」金法1732号34頁（2005年））、駐車場等運営
会社（中森亘＝中西敏彰「『クリスタ長堀株式会社』の特定調停による再建事例」事業再生と債権
管理120号９頁（2008年））、土地開発公社（事業再編実務研究会編『最新事業再編の理論・実務と
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クターにおける事業再生案件への真正面からの利用は現実には低調であっ

た
8

。

　背景としては、当時、企業再建ないし事業再生という喫緊の課題との関係

では、かねてより制度の老朽化が云為されていた旧倒産五法
9

、とりわけ中

小企業（や非営利企業）の再建との関係で機能不全気味であった和議に代替さ

せるべく、倒産法制の全般的な刷新における嚆矢として急ぎ創設された民事

再生の制度が
10

、大きな役割を果たしてきたという現実の経緯が指摘されよ

う
11

。また、一連の倒産立法の動向と並行しながら、私的整理の分野におい

ても、金融機関の不良債権処理の遅れと企業の過剰債務の存在という政策的

課題に対処すべく公表された、いわゆる「私的整理ガイドライン」以降、各

論点』813頁〔大澤卓〕（民事法研究会、2009年））、造林公社（事業再編実務研究会編・前掲書818頁〔南
靖郎〕）など。その課題につき、宮脇淳編著『第三セクターの経営改善と事業整理』153頁以下〔中
島弘雅〕（学陽書房、2010年）参照。
8　初期の事例として（2000年）、「高崎白衣観音」の施工（建立）実績等で知られる井上工業（東証
２部上場）の件がみられるが（当時、金融債権者16社から計142億円余りの債務免除を受けた）、
世間の耳目を集めたのはむしろ、その後の架空増資と上場廃止と破産手続開始（2008年）、そし
て金融商品取引法違反による経営幹部等の逮捕（2011年）、といった不始末にあったように思わ
れる。また、相対的に近時の事例（事業再生計画の内容面での合理性の検証を目的として中小企
業再生支援協議会の手続を併用したリスケジュール事案）として、上田裕康ほか「為替デリバティ
ブ取引損失に苦しんでいる企業救済の一事例」NBL1003号８頁以下（2013年）参照。
9　当時における倒産諸制度は、破産法（大正11年法律第71号（昭和27年に大改正あり））所定の
破産（と強制和議）、和議法（大正11年法律第72号）所定の和議、商法（明治32年法第48号）所定
の会社整理と特別清算（いずれも昭和13年の会社編大改正で導入）、そして、会社更生法（昭和27
年法律第172号（昭和42年に大改正あり））所定の会社更生であり、もって「倒産五法」とされていた。
10　現在における倒産諸制度は、民事再生法（平成11年法律第225号・同12年４月１日施行）所定
の民事再生（これにより、和議は廃止）、会社更生法（平成14年法律第154号・同15年４月１日施行）
所定の会社更生、破産法（平成16年法律第75号・同17年１月１日施行）所定の破産（なお、その
際、民事再生法と会社更生法についても部分改正あり）、そして、会社法（平成17年法律第86号・
同18年５月１日施行）所定の特別清算（その際に、会社整理は廃止）。もって「倒産四法」とされ
ている。

11　たとえば、「全国倒産処理弁護士ネットワーク第５回全国大会シンポジウム報告『施行６年を経
過した民事再生手続を振り返って』」事業再生と債権管理115号13頁（2007年）によれば、かつて
の和議事件が全国で年平均250件～ 350件であったのに対し、2001年（平成13年）の民事再生事件
は1110件にも及んだといい〔西謙二発言〕、ある種の活況がうかがわれる。もっとも、2009年（平
成21年）には年間611件で、2000年（平成12年）、2005年（平成17年）、2007年（平成19年）と同水
準、さらに2014年（平成26年）には165件で、往時に比し激減といえようか。「特集　私的整理と
民事再生の境界」事業再生と債権管理152号10頁以下〔中西正〕（2016年）。
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種の私的整理の準則、制度化された私的整理が誕生し
12

、実務に定着したと

いう経緯も無視できないであろう。

　そうではあるが、後に言及するとおり（後記３）、事業再生を旨とする私的

整理実務の浸透と進展に伴い、近時、あらためて特定調停制度の活用法に関

する議論が活性化しつつあるという点は、特記されてよいであろう。

２　隣接諸制度との類比

　先述のとおり、事業再生を旨とする事案については、法的整理と私的整理

が広く用いられてきた次第であるが、ここで、それぞれのしくみ（手続や手順）

が典型的に想定すると思しき事案を想起し、それらと類比しながら、特定調

停制度の位置づけや特性などについて確認しておきたい。

　まず、窮境の程度が相当に深刻な事案を想定してみた場合、債務者企業の

財政は、静態的な財務状況の悪化ばかりでなく、動態的な資金繰り状況も逼

迫しているため、その再生を企図する段階においてすでに、利害を調整すべ

き関係者（債権者）の範囲は散大し、その調整を要する利害（要処理損失）の

規模も膨張しているはずで、そうした広漠なる利害の調整に徒手空拳で取り

組もうとすれば、おのずと非常なる困難と混乱を伴うことになる。かかる事

態のありうることを踏まえ、法的整理（民事再生・会社更生）の各手続では、

法律上、総債権者との関係では個別的権利行使に対し、債務者との関係では

財産管理処分権に対し、それぞれ一定の制約を課したうえで、過去の経緯と

現在の実情に関する調査分析を経て的確な将来計画の立案に至るための時間

軸を確保し、その計画案の成立に多数決原理を導入するなど、所期の目的達

成に資する所要の制度設計が施されている
13

。

12　概ね公表順、設立順または活動開始順に、私的整理に関するガイドライン（2004年９月）、中
小企業再生支援協議会による再生計画策定支援手続（中小企業再生支援スキーム。2003年２月）、
産業再生機構による手続（2003年４月～ 2007年３月）、整理回収機構の企業再生業務における手
続（RCC事業再生スキーム。2004年２月）、特定認証紛争解決手続（事業再生ADR。2008年12月）、
企業再生支援機構による手続（2009年10月。2013年３月からは地域経済活性化支援機構に改組）。

13　より具体的には、①手続開始決定により総債権者の個別的権利行使が禁止され（民再85条１項、
会更47条１項）、債権届出・調査・確定の手続に服するしくみ（民再88条、94条以下、会更135条
１項、138条以下）、②債務者企業における従前の財産管理処分権につき、その剥奪（管財人選任）
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　他方、窮境度が上述ほど重篤ではない事案を想定してみた場合、差し当た

り短期的な事業継続（資金繰り）には支障がなく、いまだ調整を要する利害（毀

損された事業価値）の規模も相応の程度にとどまっているとすれば、利害を

調整すべき関係者の範囲（再生支援の要請先）を限定できそうであり、たとえ

ば、商取引債権者を除外することにより、日常の商流・物流・信用が維持され、

事業価値が可及的に保全されることとなれば、結果、金融債権者にとっての

経済合理性（回収可能性）の拡充にも資する蓋然性が高まる。とはいえ、計画

案の成立が協議者の任意の意思に委ねられる一方で（債権者全員による賛同≒

和解契約の集団化）、その協議者の範囲が計画案の提案者（債務者サイド）によ

り任意に設定されるとなると（平等を旨とする各債権者に対する、定量的ではな

く、定性的な類別化）、その利害調整（再生の蓋然性に関する検証）に係る協議

の「場」を設定すること自体に困難を伴う。私的整理の計画案に関する内容

的（実体的）な基準や私的整理の協議に関する手続的な手順について、かね

て準則化が指向されてきた趣旨は、あらかじめ経済社会の参画者（金融界、

産業界、官界ほか）に向けて「事業再生」に関する共通の目線を提示し、私的

整理の協議者間において享有されるべき認識を醸成せんとする企図があった

といえるであろう
14

。

　さて、特定調停について、確かに、窮境にある債務者の経済的な再生など

に裁判所が関与する手続という点では、民事再生や会社更生の制度と同列に

おく見方もできようが、手続当事者の財産権（財産的請求権と責任財産）に対

または制約（公平誠実義務）がされるしくみ（民再38条２項、64条１項、66条、会更67条１項、
72条１項）、③そうして整えられた手続上の環境下、定量的および定性的な観点からの調査・分析・
報告が実施されるしくみ（民再124条１項、125条１項、会更83条１項、84条１項）、④法定多数
の同意で可決された再建計画の認可決定により反対債権者が拘束されるしくみ（民再172条の３
第１項、174条１項、178条１項、会更196条５項、199条１項、204条１項）などが、導入されて
いる。

14　準則化された私的整理の手続は、大枠（準則ごとに細部は異なるが）、①協議の申出、約定弁
済の一時棚上げ等（いわゆる一時停止、個別的権利行使の自制）の要請、②協議の申出に至る経緯・
現状・見通し等を説明する会議の開催（協議継続の基盤を関係者の意思に依拠して形成）、③資
料や情報の提供と質疑応答、④中立的専門家による計画案の検証（調査報告（書））、⑤計画案へ
の賛否を決する会議の開催（書面による同意、必要に応じ債権者間協定など）、といった手順を
踏む（同時並行的にスポンサー候補との協議も進められる）。西村あさひ法律事務所＝フロンティ
ア・マネジメント㈱編『私的整理計画策定の実務』62頁〔濱田芳貴〕（商事法務、2011年）ほか。
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する制約（実体的および手続的な法律上の拘束）という法的整理に特徴的な性

格は共有せず、むしろ、限られた関係当事者が任意に協議を重ねて所要の合

意をめざす、という和解や調停に固有の性格に着目すれば、私的整理の範疇

に属するしくみ、かつ、裁判によらない紛争解決手続（ADR）の範疇に属す

る制度と位置づけるのが相当である
15

。

３　近時の潮流

　特定調停制度を事業再生に活用しようとする場合、法令上、手続進行の手

順や調停条項の内容に関する細かな規律までは設けられていないため、実践

的には、大枠、私的整理の各種準則の定めなどを参照しながら段取りを考え

るのが無難そうであり、そのことについては後に言及するが（後記４）、そう

した真正面からの用法とは別に、むしろ異なる観点から、近時、いくつかの

展開なり進展なりがみられるので、これらについて先に言及しておきたい。

　まず、既存の私的整理準則に依拠した協議の詰めにおいて、大方の対象債

権者から内諾を得られた計画案について、一部の対象債権者から積極的な賛

同を得られないという隘路に立ち至った際、その反対債権者のみを相手方

として（または他の債権者をも含めて）、特定調停の申立てを行い、「裁判官に

よる調停」や「調停に代わる決定」というしくみを用いるなどして
16

、その調

停条項（と化した私的整理計画）案を成立にまで至らしめる、という実践につ

いてである。これは、平場における私的整理の成立まであと一歩という局面

において、特定調停（および民事調停）の制度内に組み込まれたしくみに対し

て、可及的迅速円滑な利害調整を希求して、補完的役割が期待されたもので

ある
17

。

15　行政型（公害等調整委員会や建設工事紛争審査会のあっせん等）、民間型（弁護士会や日本商事
仲裁協会が行う仲裁等）に対し、司法型ADRの範疇にある。山本和彦「裁判外事業再生手続の意
義と課題」「裁判外事業再生」実務研究会編『裁判外事業再生の実務』７頁以下（商事法務、2009年）
参照。

16　それらのしくみの詳細については、第４章第１節Ⅰ（民調５条）および第７章第２節Ⅰ（特調
20条、民調17条）参照。

17　産業競争力強化法50条、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第29条第２項の規定に基
づき認証紛争解決事業者が手続実施者に確認を求める事項（平成26年１月17日経済産業省告示第
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　また、特定調停の制度を念頭においた新たな準則ないし運用も、ここ数年

来、続々と提言されているところである。すなわち、日本弁護士連合会（中

小企業再生支援センター）からは、いわゆる「中小企業金融円滑化法
18

」終了後

における中小企業経営支援対策に特定調停を活用すべく、2013年（平成25年）

12月、「金融円滑化法終了への対応策としての特定調停スキーム利用の手引

き」が公表され
19

、次いで、2014年（平成26年）12月、中小企業の経営者によ

る個人保証に関連し、「経営者保証に関するガイドラインに基づく保証債務

整理の手法としての特定調停スキーム利用の手引き」が公表され
20

、さらに、

８号）２項４号、各参照。多比羅誠「特定認証ADR手続の概要と特定調停の実務」事業再生と債
権管理119号55頁以下（2008年）。

18　中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律（平成21年法律第96号・
同年12月４日施行）。俗称、モラトリアム法、返済猶予法。当初、時限立法された後（平成23年（2011
年）３月末まで）、２度の期間延長を経たが、平成25年（2013年）３月末をもって期限切れ、失効。
19　当該特定調停スキーム（以下、「日弁連スキーム」という）は、概略、比較的小規模の中小企業（年
商20億円以下、負債10億円以下）を念頭に、あらかじめ所要のデュー・ディリジェンスを実施し（そ
れが認定経営革新等支援機関による経営改善計画策定の一環であれば、所定の費用につき公的支
援措置を併用可）、メインバンクその他の金融債権者との事前調整も経たうえで（調停成立の見
込みを受けて）、特定調停の申立てを行い（各地方裁判所の本庁所在地に併置された簡易裁判所
あて）、専門性のある調停委員を選任しつつ、数回の期日でもって調停成立に至ろうとするもの、
である。その詳細につき、髙井章光「特定調停を活用した新しい中小企業再生手続の運用」事業
再生と債権管理143号145頁（2014年）、日弁連中小企業法律支援センター編『中小企業再生のた
めの特定調停手続の新運用の実務経営者保証に関するガイドライン対応』（商事法務、2015年）、
加藤寛史＝八木理「地域金融機関における中小企業の法律問題Ｑ＆Ａ第５回　特定調停手続」銀
法789号46頁（2015年）など。なお、同「手引き」は、令和２年（2020年）２月、「事業者の事業再
生を支援する手法としての特定調停スキーム利用の手引」に改題され、その内容面での構成ない
し形式についても、後述の各スキームに係る「手引」と統一する形で改訂されている（通称「手引
１」）。渡邉敦子＝桝田裕之＝若槻良宏＝宮原一東「日弁連特定調停の手引の改訂・新設と運用上
の留意点」事業再生と債権管理168号111頁（2020年）参照。

20　その概要につき、たとえば、髙井章光「経営者保証ガイドラインと特定調停」事業再生と債権
管理148号123頁以下（2015年）、三村藤明＝大宅達郎「特定調停を用いた経営者保証ガイドライ
ンの成立事例報告」NBL1030号４頁（2014年）など。その実例を紹介するものとして、同報告の
ほか、神戸俊昭＝塚田学「法人の代表者およびその配偶者について特定調停手続を利用し『経営
者保証ガイドライン』に基づく保証債務の整理を行った事案」事業再生と債権管理146号118頁
（2014年）、山形康郎＝加藤明俊「スポンサー企業への事業譲渡後、破産手続を回避することを
目的として、経営者保証ガイドラインに即して特定調停手続により保証債務整理をした事例」同
150号136頁（2015年）、大西雄太「破産会社の代表者について、『経営者保証ガイドライン』に基づき、
特定調停手続により、自由財産のほかに一定期間の生計費相当額を残しつつ、保証人の個人債務
を含めて債務整理を行った事案」同151号165頁（2016年）、髙井章光＝犬塚暁比古「清算型スキー
ムの中で主債務を特定調停手続で整理するとともに、保証債務についても『経営者保証ガイドラ
イン』に則り特定調停手続にて一体的に整理した事案」同153号99頁（2016年）、佐藤敦＝小川里
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昨今の経営人材（後継者）の確保をめぐる窮状に関連し、2017年（平成29年）

１月、「事業者の廃業・清算を支援する手法としての特定調停スキーム利用

の手引き」が公表されている
21

。あるいは、近時の自然災害による被災者の

経済的な救済に関連し、2016年（平成28年）４月より、「自然災害による被災

者の債務整理に関するガイドライン」の運用が開始され、さらに、直近にお

ける新型コロナウイルス感染症の拡大による経済困窮への対策として、同ガ

イドラインを適用する場合の「特則」も、2020年（令和２年）１月より運用開

始されている
22

。

美「回収見込額の増加額を上回る資産を残存資産とした事例」同154号88頁（2016年）、伊藤明日
佳「クレジットカードの発行や事業資金の貸付を目的として設立された協同組合の理事について
『経営者保証に関するガイドライン』を活用して債務整理を行った事例」同号96頁、宮原一東「第
三者保証債務を含む２社の保証債務について、経営者保証ガイドラインを活用し、特定調停手続
により、保証債務の整理を行った事例」同号112頁、同「主債務者を事業譲渡後、破産手続により
整理し、保証人は、特定調停を申し立て、『経営者保証ガイドライン』に基づき、保証債務に加え、
個人的借入金債務も取り込んで、いわゆる17条決定により同時に整理した事例」同155号118頁
（2017年）など。なお、同「手引き」の名称の末尾は、「手引」に改められている（通称「手引２」）。
渡邉ほか・前掲（注19）112頁参照。

21　その概要につき、たとえば、髙井章光＝宮原一東＝大宅達郎「経営者保証ガイドラインと廃業
支援型特定調停」事業再生と債権管理156号100頁以下（2017年）、大宅達郎ほか「事業者の廃業・
清算を支援する手法としての特定調停スキーム」銀法815号４頁（2017年）など。その実例を紹介
するものとして、たとえば、若槻良宏＝吉川恵理子「廃業支援型特定調停スキームを利用して、
地方の建設会社を破産手続によらずに廃業・清算させ、代表者の保証債務を『経営者保証に関す
るガイドライン』に基づき整理した事例の紹介」事業再生と債権管理158号160頁（2017年）、宮原
一東「事業譲渡後の会社を『廃業支援型特定調停スキーム』に基づき、保証人２名を『経営者保証
ガイドライン』に基づき、いずれも特定調停手続で一体的に整理した事例」同159号168頁（2018年）、
黒崎隆宏＝村松遼「債務超過会社の事業を事業譲渡により第三者に承継し、事業譲渡後の会社を
破産手続によらず『廃業支援型特定調停スキーム』に基づき、保証人を『経営者保証ガイドライン』
に基づき、いずれも特定調停で一体整理した事例」同165号173頁（2019年）など。なお、本スキー
ム公表前（前注スキーム当時）の同種事例として、佐々木宏之「経営者保証ガイドラインを絡め
た廃業支援の取組み（試論）」事業再生と債権管理154号66頁（2016年）、同「特定調停を利用した
スキームと経営者保証ガイドラインの実務」銀法805号65頁（2016年）など。なお、同「手引き」
の名称の末尾は「手引」に改められている（通称「手引３」）。渡邉ほか・前掲（注19）112頁参照。
前各注に述べた各スキーム「手引」については（含・書式および活用マニュアル）、日本弁護士連
合会ウェブサイト等で一般に参照可能（特定調停スキームで検索可能）である。

22　当該ガイドラインの内容につき、石毛和夫「『自然災害による被災者の債務整理に関するガイ
ドライン』の概要（上）（下）」銀法796号25頁・797号30頁（2016年）、山野史寛ほか「自然災害債務整
理ガイドラインの概要と専門家の役割」同808号17頁（2016年）、内山靖一郎「金融機関の自然災
害債務整理ガイドラインに基づく対応」同号24頁、富永浩明「『自然災害による被災者の債務整理
に関するガイドライン』の概要」事業再生と債権管理152号88頁以下（2016年）など。当該ガイド
ラインを新型コロナウイルス感染症の関連事象に適用する場合における「特則」につき、同「『「自
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　そしてまた、やや異なる観点から最も注目される動きとしては、2020年（令

和２年）４月から「東京地方裁判所における企業の私的整理に関する特定調

停の新たな運用」が開始された点があげられようか
23

。

　ことほどさように、特定調停制度の活用法に関するあらためての議論が活

性化しつつある次第ながら、ここで百尺竿頭一歩を推し進むとすれば、やは

り事業再生事案に対する真正面からの適用に関する考究ではなかろうか
24

。

ここで事業再生スキームに必要な要素について俯瞰しておくに、経済的な窮

境にある企業が事業再生を果たすためには、現在の実情、その経緯や要因を

把握し、必要かつ可能な自助努力を前提に、金融支援やスポンサー支援を仰

ぐなどしながら、その財務や事業の再構築を図るべきことになるが、諸々の

関係者（順不同に、金融債権者、商取引債権者、スポンサー候補、労働者、課税

庁、持分権者、監督官庁、その他）の利害を調整するためには、その利害の結

節点となるべき事業再生計画を立案し、関係者との間で所要の協議を遂げ、

もって、事業再生に向けた意思の結集を図る必要がある
25

。しかるに、その

事業再生計画の立案にあたっては、後の協議の円滑に資するべく、公正かつ

平等にして合理的な内容に仕上がるよう、あらかじめ実体的な基準（金額的

然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する
場合の特則』の概要」同171号158頁以下（2021年）など。

23　江原ほか・金法20頁以下、江原ほか・NBL32頁以下。かかる運用につき、以下、「東京地裁新
運用」または単に「新運用」という。その主な対象として想定されるのは、①「準則型私的整理手
続において事業再生に係る計画案が作成され、ほとんどの債権者が当該計画案に賛成をしたもの
の、一部の債権者が同意しなかったという案件」とされるが、②「準則型私的整理手続を経ては
いないものの、準則型私的整理手続に準じたバンクミーティングが実施されていて、債務者であ
る企業に係る公認会計士の作成した資産評定書やそれに基づく事業再生に係る計画案が作成され
ている類型」や、③「厳しい資金繰りの状況のため迅速に手続を進める必要のあるスポンサー案
件について、準則型私的整理を経る時間的余裕がなかったものの、公認会計士の作成した資産評
定書等があって、すでにスポンサーが選定されており、主要な金融機関の理解が得られている類
型」なども排除されない由であり、今後の運用が注目される。

24　先行する裁判所実務の紹介として、鹿子木65頁、千賀卓郎「大阪地方裁判所における事業再建
型特定調停事件の概要」金法2087号39頁（2018年）。なお、林・後掲（注34）48頁以下。

25　ある企業が事業再生を必要としているということは、財務体質的には、資金繰り難、損益の悪
化、過剰債務といった課題を抱え、事業経営面では、商品や役務の陳腐化、設備の老朽化、旧態
依然の技術、非効率な組織、不採算部門、不稼働資産、過剰人員、人材流出といった課題を抱え、
しかも、その課題を解決するための経営資源（人、物、金、信用、情報）を自力では確保しきれ
ないような状況にあることを意味する。
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ないし時限的な数値基準など）が設けられていることが望ましい
26

。また、関係

者間における利害調整にあたっては、計画案の内容および協議の過程が公正

かつ平等にして合理的であることが担保されるよう、第三者による検証の機

会の確保も含め、その手続的な手順が明確であることが望ましい
27

。

　以下は、以上を踏まえた試論であり、特定調停制度の今後の可能性を縛り

狭めんとする企図はなく、より佳き実践に向けた創意工夫は将来に向けて開

かれた課題である
28

。

４　事業再生特定調停に関する試論

⑴　当事者

　法律上、特定調停の申立てができる「特定債務者」とは（特調２条１項）、

金銭債務を負っている者であって、かつ、「支払不能に陥るおそれのあるも

の」、「事業の継続に支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することが

困難であるもの」、または、「債務超過に陥るおそれのある法人」のいずれか

26　私的整理の各種準則を参照すれば（各別の引用は省くが）、定量的な基準として、計画期３か
ら５年程度での経営黒字化や債務超過解消、定性的な基準として、法的整理よりも有利な再生可
能性、実質的平等原則と経済合理性の確保、経営者責任や株主責任の履行などが、計画案の実体
面として想起される。

27　前注に継ぎ、協議の手順についていえば、たとえば、申立ての後、①初回の期日において、手
続の進行に関する当事者の意向を確認し、事業再生計画（提案版）について意見交換し、調査す
べき事項を特定する、②協議過程の期日において、所定の調査事項に関する調停委員会等からの
意見を承けて、提案版計画への修正の要否などを協議する、③最終の期日において、事業再生計
画（最終版）について同意不同意を表明する、といった進行が考えられる。なお、東京地裁新運
用下における手続進行モデルにつき、江原ほか・金法26頁、江原ほか・NBL38頁参照。

28　この点に関する問題提起や提言として、松嶋英機「事業再生実務家協会の特定認証ADR構想と
特定調停の実務上の注意点」事業再生と債権管理119号62頁以下（2008年）、西村あさひ法律事務
所＝フロンティア・マネジメント㈱編・前掲（注14）127頁〔濱田芳貴〕、髙井章光「円滑化法出口
戦略としての特定調停手続の活用」日弁連中小企業法律支援センター編『中小企業のための金融
円滑化法出口対応の手引き』140頁（商事法務、2013年）、濱田芳貴「『事業再生特定調停』に関す
る一試論」仲裁とADR９号109頁（2014年）、事業再編実務研究会編『あるべき私的整理手続の実務』
366頁以下〔中井康之＝山本淳〕（民事法研究会、2014年）、中島弘雅ほか「〈シンポジウム〉事業再
生のツールとしての倒産ADR　挑戦するADR」仲裁とADR11号107頁以下〔濱田芳貴報告〕（2016
年）、中島弘雅「倒産ADRの現状と課題」銀法820号30頁以下（2017年）、増市徹「司法型倒産ADR
としての特定調停――その意義と問題点」銀法821号34頁（2017年）、中島弘雅「事業再生手法と
しての特定調停について――司法型倒産ADRの現状と展望」高橋宏志先生古稀祝賀『民事訴訟法
の理論』1255頁（有斐閣、2018年）など。
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である。

　「支払不能に陥るおそれのある債務者等の経済的再生に資するため……金

銭債務に係る利害関係の調整を促進する」という制度の目的に照らし、相手

方とすべき「関係権利者」とは（特調２条４項）、「特定債務者に対して財産上

の請求権を有する者」および「特定債務者の財産の上に担保権を有する者」

であり、特定債務者の経済的再生のために利害関係の調整を要するような債

権者を意味するといえる（金融債務の整理を旨とする私的整理にあっては基本的

には金融機関債権者）。

　もとより、特定調停の申立てがされても相手方が拒否すれば直ちに不調と

なるし（民調14条）、さらに、「事件の性質が特定調停をするのに不適当でな

いこと」が前提となるため（特調11条参照）、申立人（債務者企業）の実質的な

適格については、相手方（金融機関）の応諾可能性との相関において、たと

えば、①過剰債務を主因として経営困難な状況に陥っており、自力再建が困

難であるが、②事業価値があり、債権者の支援（一部減免、条件変更、劣後化

など）により再生可能性があり、③民事再生などの申請により事業価値が棄

損され、事業再生に支障が生じるおそれがある、といった諸事情を考慮すべ

きかと思われる
29

。

⑵　申立書と調停条項案

　法律上、「当事者及び法定代理人」、「申立ての趣旨及び紛争の要点」などを

申立書に記載し（民調４条の２、民調規３条、非訟規１条）、その際、「財産の状

況を示すべき明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料（①資

産、負債その他の財産の状況、②事業の内容および損益その他の状況）、「関係権

利者の一覧表（氏名または名称および住所並びにその有する債権または担保権の

発生原因および内容）」、「関係権利者との交渉の経過及び申立人の希望する調

停条項の概要」、「労働組合の名称」などを明らかにすべきものとされている
（特調３条３項、特調規１条、２条）。

　「申立人の希望する調停条項の概要」は、事業再生を企図した特定調停で

29　日弁連スキーム「手引１」第１の５⑴⑶⑷および⑹参照。東京地裁新運用が想定する案件（当
事者像）につき、前掲（注23）参照。
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あれば、おのずと、協議の対象である「事業再生計画」の内容と一致（または

整合）すべきところ、法律上、それは「条理にかない実情に即した解決」であ

り（民調１条）、「特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ

妥当で経済的合理性を有する内容」とされているにすぎない（特調15条、17

条２項、18条１項、20条参照）
30

。

　この点、事業再生スキームに必要な要素を視覚化するという見地から敷衍

するならば、ⓐ私的整理の一般的適格性（事業再生の可能性、自助努力、同意

の見込み）、ⓑ実質債務超過の解消（原則数年内）、ⓒ経常損益の黒字化（原則

数年内）、ⓓ実質的平等原則（権利変更における衡平性）、ⓔ経済合理性（清算価

値保障等）、ⓕ経営者責任（私財提供、退任、その他）、ⓖ株主責任（減増資、持

分希釈化、その他）、といった事項の充足性が、事業再生計画の立案における

内容的な課題となろう
31

。

⑶　裁判所と調停機関

　最も基本的な管轄は相手方の住所地等を管轄する簡易裁判所にあるが、裁

30　この点、日弁連スキームにおいては、「調停申立書」とともに「再生計画案」その他の書式が公
表されている（「手引」第１の５⑺、書式１、３、４－１ないし４－４ほか参照。同スキームにお
ける再生計画案の立案と「認定支援機関による経営改善計画策定支援事業」との関係につき、同「手
引１」第２の６参照）。なお、申立ての添付資料、事業や財産などの状況を明らかにするという観
点から、新運用では、「貸借対照表・損益計算書（過去３年分）、資金繰り実績表（月別、過去１年分）、
私的整理やスポンサー選定に当たって作成された公認会計士作成の資産評定書、収益弁済による
再建計画案の場合にはそれを根拠づけるキャッシュフロー表、スポンサー型の再建計画案の場合
には支援内容や支援条件を定めた法的拘束力のあるスポンサー契約書等」の提出が求められる（江
原ほか・金法23頁、江原ほか・NBL34頁）。

31　それらの諸事項を整理したうえでの記載項目という見地からは、①企業と事業の概要と現状（沿
革・資本金・株主構成・経営者・組織・人員・事業所等、業種・業態・業界・業績等）、②窮境
に至った経緯・経営が困難になった原因（窮境の内容と要因、資産・負債・純資産・損益の推移、
経営環境や経営判断等、実質債務超過（額）の把握）、③事業計画・今後の経営体制（①と②を踏
まえた将来の事業戦略、組織運営体制、スポンサー支援、それらを前提に、財務状況や経営指標
の改善（債務超過解消や経常黒字化）の見通し等）、④ストラクチャー・組織再編（③に関連し、
事業や財務の再構築、経営統合等の必要に応じ、減増資、会社分割、事業譲渡、その他）、⑤金
融支援の依頼事項（②の状況を起点に、③の施策による自力回復の限界をみて、金融支援額の全
容、債権者ごとの（保全割合を踏まえた）負担割合、権利変更の内容（債務減免、リスケジュール、
劣後化、株式化））、⑥弁済計画・資金計画（③の資金計画を踏まえた、⑤による権利変更後の残
債務に対する弁済条件や適用金利等）、⑦経営（者）責任、⑧株主（経営支配）責任、⑨経済合理
性の検証、といった構成が考えられようか（前掲（注26）参照）。なお、事業再生計画の内容や形
式に関する基本的な考え方につき、濱田芳貴『私的整理88講による道案内』38頁以下（商事法務、
2013年）など参照。
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判官（調停主任）や民事調停委員が企業倒産や事業再生に通暁していること

が通例とまではいえず、また、中規模を超える事案で特定調停を利用しよう

とする場合には、あらかじめ主要債権者（メインバンクなど）との間で（法的

整理の専門部がある）地方裁判所に管轄を合意しておくことが望ましい（民調

３条１項。なお、管轄違いの申立てであっても自庁処理および移送は認められうる。

特調４条ほか
32

）。

　民事調停は、調停主任１名と民事調停委員２名以上から構成される調停委

員会で行うことが原則とされているところ（民調５条１項、６条）、特定調停

では、事案の性質に応じて必要な法律、税務、金融、企業の財務、資産の評

価などに関する専門的な知識経験を有する者を調停委員に指定するものとさ

れており（特調８条）、また、必要に応じ
33

、裁判官単独で調停を行うことも

可能である（民調５条１項ただし書、15条、特調19条）
34

。

　特定調停において、調停手続（協議）や調停条項（事業再生計画・経営改善計

画）に係る公正性や衡平性、経済（的）合理性が担保されるしくみは、単純化

32　日弁連スキームでは、地方裁判所本庁に併設された簡易裁判所への申立てが適切とされている
（同「手引１」第２の４⑵参照）。なお、新運用においては、東京地裁民事第８部および民事第20
部が受理した順に従い、事案の内容にかかわらず、事件を配てんされ、各部の裁判官が民事第22
部の裁判官として事件を担当するという（申立てに関する対外的な照会窓口は、民事第20部合議
係。申立て事前相談メモの書式もあわせ、江原ほか・金法21頁以下（本文２、５⑵､ 注５および
注６）、江原ほか・NBL34頁以下（本文２、５⑵、注５および注６）参照）。

33　なお、事業再生ADRにおいて一部債権者からの異論により協議が成立せず、特定調停に移行す
る事案では、すでに私的整理の協議が準則に従い尽くされてきたことを踏まえ、向後の手続の迅
速化を企図し、裁判官による単独調停が相当かどうかを判断するものとされている（注17）。なお、
江原ほか・金法25頁（本文７⑴）、江原ほか・NBL36頁（本文７⑴）参照。

34　この場合、専門的な調査事項については、倒産再生実務に通暁した弁護士などへの調査嘱託
（民調12条・13条参照）も可能かつ有用である（その運用につき、林圭介「企業倒産における裁判
所による再建型倒産手続の実務の評価と展望」ジュリ1349号48頁（2008年））。もっとも、手続費
用という課題は残る。特定調停の申立てにかかる貼用印紙額は、訴額算定不能により１件あたり
6500円にすぎないが（民事訴訟費用等に関する法律３条、４条、別表第１・14項）、別途、事件
規模や負債総額などに応じて、手続費用（調査費用など）として相当額（数百万円規模）の予納を
要することになる（法的整理の場合に準じ、裁判所との事前相談により定まることになろう）。
この点、新運用における予納金については、調査嘱託（後述）の実施および調査事項の限定（事
案に応じた選択と集中、厳選）、効率性と低コストを旨として、民事第20部に法人の民事再生を
申請する際の予納金相当額を上限とし、その一定割合（たとえば６割など）が想定されている（江
原ほか・金法24頁（本文６⑴）、江原ほか・NBL36頁（本文６⑴）参照）。なお、日弁連スキーム
における費用全般に関する考え方につき、同「手引１」第１の４ほか参照。
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すれば、調停委員会または裁判官により調停が行われる（調査嘱託などにより

中立的専門家が関与する）という点にあり、事案の性質や手続の経過に応じて、

当事者間の合意形成に資するため、所要の調査や和解の仲介などにつき、準

則化された私的整理における中立的第三者（事業再生ADRにおける手続実施者、

支援協議会スキームにおける個別支援チームなど）に相当する役回りが期待され

る場合もあろう
35

。

⑷　調停成立に資する制度

　民事調停には、法的整理における弁済禁止の保全処分などに相当する制度

は設けられておらず、関係権利者における個別的権利行使は自制（協議中の

暫定リスケ・一時停止）に委ねられることが基本であるが、調停委員会は、特

に必要な場合、当事者の申立てにより、事件の関係人に対して調停の内容た

る事項の実現を不能または著しく困難にする行為の排除を命ずることが可能

であり（調停前の措置（民調12条１項、特調22条）。執行力はないが（民調12条２

項）、違反は過料の対象となる（民調35条））、私的整理の協議（一部強硬な債権者）

との関係で、特定債務者に対する処分禁止や弁済禁止、関係権利者に対する

債権残高維持と相殺権不行使、といった各種の措置命令も考えられる。

　また、裁判所は、事件を特定調停によって解決することが相当な場合、申

立てにより、特定調停の目的となった権利に関する民事執行・担保権実行の

停止を命ずることも可能であり（特調７条、特調規３条）
36

、窮境の度合いが相

当に進んでいる事案では，これもまた活用の場面があるかもしれない（なお、

係属中の訴訟手続の中止につき、民調20条の３参照）。

　従前、一般的な私的整理の限界として、債務者の提案につき債権者の大方

が理解を示しているにもかかわらず、ごく一部からの異論が続くような場合

に、その計画の内容や協議の過程がいかに適正であったとしても、結局、計

35　江原ほか・金法25頁（本文７⑵）、江原ほか・NBL37頁（本文７⑵）参照。
36　通常の民事調停の場合と比較し、①調停成立を不能または著しく困難にするおそれがある場合
に加え、調停の円滑な進行を妨げるおそれがある場合にも利用可能である点、②担保の提供を要
せずして執行停止される余地がある点、③公正証書による民事執行、担保権の実行としての競売
等に加え、裁判その他の裁判所が作成する書面による執行であっても停止の対象となる点におい
て、機能強化されている（民調規５条参照）。
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画の成立に至らないという難点が指摘されてきたところ、特定調停の場合、

裁判所は、調停成立の見込みがない場合でも、相当であると認めるときは、

調停委員の意見を聴き、当事者双方のために衡平に考慮し、一切の事情をみ

て、職権で、当事者双方の申立ての趣旨に反しない限度で、事件の解決のた

めに必要な決定をすることが可能とされており（いわゆる「17条決定・調停に

代わる決定」（民調17条、特調22条）
37

、この決定は、告知の日から２週間以内

に異議の申立てがない限り、裁判上の和解と同一の効力を有することになる

ため（民調18条各項。民訴267条参照）、これにより、裁判所における手続であ

れば、あるいは、裁判所において示される見解であれば、さらなる異までは

唱えない意向の当事者との関係では、その消極的賛成により、私的整理が成

立するに至るものである
38

。

37　その決定の内容もまた、「特定債務者の経済的再生に資するとの観点から、公正かつ妥当で経
済的合理性を有するもの」でなければならない（特調20条）。ところで、旧・金銭債務臨時調停法（前
掲（注３）参照）に規定されていた「強制調停」制度につき、同法７条１項は、「同条所定の場合に、
裁判所が一切の事情を斟酌して、調停に代え、利息、期限その他債務関係の変更を命ずる裁判を
することができ、また、その裁判においては、債務の履行その他財産上の給付を命ずることがで
きる旨」を定め、同法８条は、「その裁判の手続は、非訟事件手続法による旨」を定めていたが、「現
行民事調停法18条（異議の申立）、19条（調停不成立等の場合の訴の提起）のような規定を欠き、
……同７条の調停に代わる『裁判確定シタルトキハ其ノ裁判ハ裁判上ノ和解ト同一ノ効力ヲ有ス』
ることを規定し、民訴203条は、『和解……ヲ調書ニ記載シタルトキハ其ノ記載ハ確定判決ト同一
ノ効力ヲ有ス』る旨を定めて」おり、たとえ、「即時抗告の途が認められていたにせよ、その裁判
が確定した上は、確定判決と同一の効力をもつこととなるのであつて、結局当事者の意思いかん
に拘わらず終局的になされる裁判といわざるを得ず、そしてその裁判は、公開の法廷における対
審及び判決によつてなされるものではな」く、しかるに、原原審と原審は「いずれも金銭債務臨
時調停法７条による調停に代わる裁判をすることを正当としているのであつて、右各裁判所の判
断は、同法に違反するものであるばかりでなく、同時に憲法82条、32条に照らし、違憲たるを免
れない」とする判例がある（最（大）決昭和35・７・６民集14巻９号1657頁・判時228号５頁・判
タ109号29頁）。その他、強制調停の違憲性と調停に代わる決定の合憲性につき、石川＝梶村276
頁以下〔梶村太市〕参照。

38　その他、調停委員会が定める調停条項に服する旨、書面により当事者共同での申立てがある場
合、調停委員会が事件の解決のため適当な調停条項を定め、その告知の時に合意が成立したもの
とみなされ（特調17条）、あるいは、遠隔地の当事者が期日に出頭困難である等の場合、あらか
じめ調停委員会から提示された調停条項案を受諾する旨の書面を提出し、他の当事者が期日に出
頭して受諾すれば、合意が成立したものとみなされる（同法16条）、といった制度も設けられて
いるが、これらが事業再生を企図する特定調停で機能しうるかは未知数であるし、事案や当事者
の性質に照らし難しそうでもある。
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⑸　税制上の課題

　債権者側において、調停条項（事業再生計画・経営改善計画）に基づき債権

放棄等の金融支援を実施した場合、同計画は経済（的）合理性の備わる内容

に立案され、かつ、公正かつ妥当な協議を経ない限りは成立し得ないはずで

あり、その損金算入について、基本的には問題がないと考えられる
39

。

　債務者側においても、調停条項（事業再生計画・経営改善計画）に基づき債

権放棄等の金融支援を受け入れた場合、その債務免除益について、税務上の

期限切れ欠損金の損金算入については、基本的に問題はないと考えられるが、

その充当の順位は通常の繰越欠損金からであり
40

、他の準則化された私的整

理（事業再生ADRなど）の場合とは異なり、一般に公表された債務処理を行う

ための手続についての準則、それと一体的に定められた資産・負債の価額の

評定に関する事項等が存在しないことから、2005年（平成17年）度改正税制

との関係で、特定調停を利用したというだけでは、（合理的な再建計画による）

資産評価損益の計上（をした場合における、期限切れ欠損金からの優先的な控除）

が認められることにはならないと解される。

39　国税庁質疑応答事例「貸倒損失に該当する債権放棄（特定調停）」、「法人税法基本通達９-６-
１⑶ロに該当する貸倒損失（特定調停）」、「法人税法基本通達９-６-１⑷に該当する貸倒損失（特
定調停）」、「貸倒れに該当しない債権放棄の検討」、「特定調停の『経済的合理性』と法人税基本通
達『相当な理由』との関係」、「債務者は『子会社等』に該当するか」など。2014年６月27日付け「特
定調停スキームに基づき策定された再建計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いに
ついて（2014年６月25日付照会に対する回答）」。

40　国税庁質疑応答事例「債権放棄を受けた場合の法人税法第59条第２項の規定の適用の有無の検
討（特定調停）」ほか。
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第３章　特定調停の申立て

第１節　申立ての方式

Ⅰ　申立てと申立書

●特調３条（特定調停手続）
１　特定債務者は、特定債務等の調整に係る調停の申立てをするときは、特

定調停手続により調停を行うことを求めることができる。
２　特定調停手続により調停を行うことを求める旨の申述は、調停の申立て

の際にしなければならない。
３　前項の申述をする申立人は、申立てと同時に（やむを得ない理由がある

場合にあっては、申立ての後遅滞なく）、財産の状況を示すべき明細書その
他特定債務者であることを明らかにする資料及び関係権利者の一覧表を提
出しなければならない。

●民調４条の２（調停の申立て）
１　調停の申立ては、申立書を裁判所に提出してしなければならない。
２　前項の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一　当事者及び法定代理人
二　申立ての趣旨及び紛争の要点

●非訟42条（電子情報処理組織による申立て等）
１　非訟事件の手続における申立てその他の申述（次項において「申立て等」

という。）については、民事訴訟法第132条の10第１項から第５項までの規
定（支払督促に関する部分を除く。）を準用する。

２　前項において準用する民事訴訟法第132条の10第１項本文の規定により
された申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による非訟事件の記録
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の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、同条第５
項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送
付も、同様とする。

●非訟43条（申立ての方式等）
１　（略）
２　（略）
３　申立人は、二以上の事項について裁判を求める場合において、これらの

事項についての非訟事件の手続が同種であり、これらの事項が同一の事実
上及び法律上の原因に基づくときは、一の申立てにより求めることができる。

４　非訟事件の申立書が第２項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当
の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならな
い。民事訴訟費用等に関する法律（昭和46年法律第40号）の規定に従い非
訟事件の申立ての手数料を納付しない場合も、同様とする。

５　前項の場合において、申立人が不備を補正しないときは、裁判長は、命
令で、非訟事件の申立書を却下しなければならない。

６　前項の命令に対しては、即時抗告をすることができる。

■特調規１条（特定調停の申立て・法第３条）
１　特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成11年法律第
158号。以下「法」という。）第２条（定義）第３項の特定調停の申立人が事業
を行っているときは、当該申立人は、申立てと同時に（やむを得ない理由があ
る場合にあっては、申立ての後遅滞なく）、関係権利者との交渉の経過及び申
立人の希望する調停条項の概要を明らかにしなければならない。

２　特定調停の申立人が法人であるときは、当該申立人は、申立てと同時に（や
むを得ない理由がある場合にあっては、申立ての後遅滞なく）、当該申立人の
使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組
合の名称、当該申立人の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合
がないときは当該申立人の使用人その他の従業者の過半数を代表する者の氏
名を明らかにしなければならない。

■特調規２条（財産の状況を示すべき明細書等・法第３条）
１　法第３条（特定調停手続）第３項の財産の状況を示すべき明細書その他特定

債務者であることを明らかにする資料には、次に掲げる事項を具体的に記載
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しなければならない。
一　申立人の資産、負債その他の財産の状況
二　申立人が事業を行っているときは、その事業の内容及び損益、資金繰り

その他の事業の状況
三　申立人が個人であるときは、職業、収入その他の生活の状況

２　法第３条第３項の関係権利者の一覧表には、関係権利者の氏名又は名称及
び住所並びにその有する債権又は担保権の発生原因及び内容を記載しなけれ
ばならない。

■民調規３条（調停の申立て）
　　法第４条の２第１項の申立書には、申立ての趣旨及び紛争の要点並びに第
24条において準用する非訟事件手続規則（平成24年最高裁判所規則第７号）第
１条第１項各号に掲げる事項を記載するほか、紛争の要点に関する証拠書類
があるときは、その写しを添付しなければならない。

■民調規10条（申立書の補正等の促し）
　　調停主任は、法第４条の２第１項の申立書の補正又は調停手続に必要な書

類の提出を促す場合には、裁判所書記官に命じて行わせることができる。

■非訟規１条（当事者等が裁判所に提出すべき書面の記載事項）
１　申立書その他の当事者、利害関係参加人又は代理人が裁判所に提出すべき

書面には、次に掲げる事項を記載し、当事者、利害関係参加人又は代理人が
記名押印するものとする。
一　当事者及び利害関係参加人の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名

及び住所
二　当事者、利害関係参加人又は代理人の郵便番号及び電話番号（ファクシミ

リの番号を含む。次項において同じ。）
三　事件の表示
四　附属書類の表示
五　年月日
六　裁判所の表示

２　前項の規定にかかわらず、当事者、利害関係参加人又は代理人からその住所、
郵便番号及び電話番号を記載した同項の書面が提出されているときは、以後
裁判所に提出する同項の書面については、これらを記載することを要しない。
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■非訟規２条（裁判所に提出すべき書面のファクシミリによる提出）
１　裁判所に提出すべき書面は、次に掲げるものを除き、ファクシミリを利用

して送信することにより提出することができる。
一　民事訴訟費用等に関する法律（昭和46年法律第40号）の規定により手数料

を納付しなければならない申立てに係る書面
二　その提出により非訟事件の手続の開始、続行、停止又は完結をさせる書

面（前号に該当する書面を除く。）
三　法定代理権、非訟事件の手続における手続上の行為（第12条において「手

続行為」という。）をするのに必要な授権又は手続代理人の権限を証する書
面その他の非訟事件の手続上重要な事項を証明する書面

四　再抗告若しくは特別抗告の抗告理由書又は非訟事件手続法（平成23年法
律第51号。以下「法」という。）第77条第２項（法第82条において準用する
場合を含む。）の申立てに係る理由書

２　ファクシミリを利用して書面が提出されたときは、裁判所が受信した時に、
当該書面が裁判所に提出されたものとみなす。

３　裁判所は、前項に規定する場合において、必要あると認めるときは、提出
者に対し、送信に使用した書面を提出させることができる。

■非訟規３条（裁判所に提出する書面に記載した情報の電磁的方法による提供等）
１　裁判所は、書面を提出した者又は提出しようとする者が当該書面に記載さ

れている情報の内容を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人
の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電
子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同
じ。）を有している場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、
当該電磁的記録に記録された情報を電磁的方法（電子情報処理組織を使用する
方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。）であって裁判所の定め
るものにより裁判所に提出することを求めることができる。

２　裁判所は、申立書その他の書面を送付しようとするときその他必要がある
と認めるときは、当該書面を裁判所に提出した者又は提出しようとする者に
対し、その写しを提出することを求めることができる。

■非訟規４条（申立てその他の申述の方式等に関する民事訴訟規則の準用）
　　民事訴訟規則（平成８年最高裁判所規則第５号）第１条の規定は非訟事件の

手続における申立てその他の申述の方式について、同規則第４条の規定は非
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訟事件の手続における催告及び通知について、同規則第５条の規定は非訟事
件の手続における書類の記載の仕方について準用する。

■非訟規37条（非訟事件の申立書の記載事項等・法第43条）
１　非訟事件の申立書には、申立ての趣旨及び申立ての原因（申立てを特定する

のに必要な事実をいう。）を記載するほか、申立てを理由づける事実を具体的
に記載しなければならない。

２　非訟事件の申立書に申立てを理由づける事実以外の事実を記載する場合に
は、できる限り、申立てを理由づける事実と区別して記載しなければならない。

３　申立てを理由づける事実についての証拠書類があるときは、その写しを非
訟事件の申立書に添付しなければならない。

４　裁判所は、申立人に対し、前項の証拠書類の写しのほか、非訟事件の手続
の円滑な進行を図るために必要な資料の提出を求めることができる。

■非訟規38条（非訟事件の申立書の補正の促し・法第43条）
　裁判長は、非訟事件の申立書の記載について必要な補正を促す場合には、
裁判所書記官に命じて行わせることができる。

■非訟規39条（非訟事件の申立書の却下の命令に対する即時抗告・法第43条）
　非訟事件の申立書の却下の命令に対し即時抗告をするときは、抗告状には、
却下された非訟事件の申立書を添付しなければならない。

参考条文：民訴132条の10（電子情報処理組織による申立て等）、民訴規１条（申立
て等の方式）、４条（催告及び通知）、５条（訴訟書類の記載の仕方）

解　説

１　概　要

　特定調停は、民事調停の特別手続として位置づけられるものであるから、

その申立ての方式、申立書の記載事項、必要な添付資料などについては、特

調法に特に定める場合を除き、またはその定めと重畳して、本則である民調

法の規定が適用され、かつ、規律の内容において抵触のない範囲では、非訟

法の規定が準用されることになる（特調22条、民調４条の２、非訟43条ほか）。

　以上を前提としつつ、特調法３条は、特調法に依拠した民事調停について
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は特定債務者による法定の申述が必要である旨、その他、その申立ての方式

などにつき定めるものである。

２　申立権者と当事者

⑴　申立人

　特定調停の申立てには特定債務者による申述が必要であるから（特調３条

１項）、おのずと、その申立権者は、特定債務者としての要件（特調２条１項

参照）を充たすものに限られ、債権者側が主導して特定調停を用いることは

できない。自ら申立てを行おうとしない債務者にあっては、その主体的な経

済的再生が図られるものか心許ないし、債務者自身により資産や負債の全体

像が明らかにされるか懸念もあるし、そもそも法的倒産処理とは制度設計も

手続構造も異なる調停手続において
1

、債務者本人の意思に反してまで財産

状況の全体像を開披せしめるのは相当でないと考えられるからである
2

。

⑵　相手方

　特定調停の相手方は、基本的には、申立人の債権者または担保権者、すな

わち関係権利者である（特調２条２項・４項）。

　特定調停においては、成立した調停の内容は、「債務者の経済的再生に資

するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性を有する」（特調15条、17条

２項、18条１項）ものでなければならないとされているところ、このような

要件を充たす場合において、たとえば、大多数の債権者が調停条項の実質的

な内容（再生計画案・弁済計画案）に合意する見込みがあり、合意している債

権者との間で調停条項の履行の見込みがある等の場合には、必ずしも債権者

全員を特定調停の相手方とする必要はない
3

。

　もとより、金融債務の整理（債務者企業および各金融債権者間の利害調整）を

旨とする私的整理に特定調停の手続を利用しようとする場合、商取引債権者

を手続（協議）の枠外とすることにより、既存の商流や物流を維持し、事業

1　序章２参照。
2　第１章２参照。一問一答43頁。
3　一問一答41頁。なお、日弁連スキーム（序章・注19参照）「手引１」第１の５⑵参照。
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大西綜合法律事務所　弁護士（東京弁護士会）

慶應義塾大学法学部卒業

慶應義塾大学法科大学院修了

【主な著書・論文】

「役員が会社借入金の個人保証をしている場合の留意点――経営者保証ガ

イドラインの活用法」税経通信1072号61頁以下（2020年）、「破産会社の代表

者について、『経営者保証ガイドライン』に基づき、特定調停手続により、自

由財産のほかに一定期間の生計費相当額を残しつつ、保証人の個人債務を含

めて債務整理を行った事案」事業再生と債権管理151号165頁以下（2016年）、

『企業倒産・事業再生の上手な対処法〔全訂二版〕』（共著、民事法研究会、2011年）

神　村　大　輔（かみむら　だいすけ）

【担当】　第３章第４節・第５節、第４章第２節

鈴木法律事務所　弁護士（東京弁護士会）

東京大学法学部卒業

【主な著書・論文】

『私的整理計画策定の実務』（共著、商事法務、2011年）、『民事再生申立ての実務』
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（共著、ぎょうせい、2012年）、『事例でわかる同族会社・中小企業のための会社経

営をめぐる実務一切〔第２版〕』（共著、自由国民社、2017年）、『Ｑ＆Ａ金融ADR

活用ガイドブック』（共著、日本加除出版、2012年）

木　村　真理子 (きむら　まりこ)
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東京大学法学部卒業

東京大学法科大学院修了

【主な著書・論文】

『事業者破産の理論・実務と書式』（共著、民事法研究会、2018年）、『Before/

After相続法改正』（共著、弘文堂、2019年）、『最新債権管理・回収の手引』（共著、
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ぎょうせい、2020年）
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『事業者破産の理論・実務と書式』（共著、民事法研究会、2018年）、「聴涛館（グ

ランドホテル浜松）の更生事件 ──地域経済に根差すホテル事業 のDIP型会

社更生」事業再生と債権管理146号（共著、2014年）
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九州大学法科大学院修了
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中央大学法学部卒業

一橋大学法科大学院修了

仁　平　詩　織（にへい　しおり）

【担当】　第２章第２節・第３節

大江橋法律事務所　弁護士（東京弁護士会）
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【主な著書・論文】
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