
推薦のことば

　全国の司法書士が被害者団体や弁護士・労働者団体・消費者団体とともに

法改正運動を行い実現した平成18年の貸金業法改正により、ピーク時は司法

統計上25万件を超えた破産件数は、減少の一途を辿り、平成28年には 7万

1315件（自然人 6万4115件、法人7200件）にまで減少した。

　改正貸金業法の肝であった高金利の引下げと総量規制による過剰与信の抑

止が、このような成果につながったことは間違いない。

　しかしその後、総量規制の対象外である銀行のカードローンについて、そ

の与信額が年々増加するのと比例するように、破産既済件数は、平成29年よ

り再び増加に転じ、令和元年には 7万9318件（自然人 7万2590件、法人6728件）

となり、多重債務問題の再燃が懸念されている。

　平成29年 3 月16日、一般社団法人全国銀行協会は、消費者向け貸付けにつ

いて、改正貸金業法の趣旨を踏まえた広告等の実施および審査態勢等の整備

をより一層徹底するための申合せを公表するなどの取組みを行っているが、

その成果はまだみえていないと考えられる。

　このような状況下において、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の

感染拡大が、経済活動に大打撃を与え、コロナウイルスに起因する倒産事件

が増加している。また、自殺防止へのさまざまな取組みや景況感改善等によ

り、ピーク時の平成15年に 3万4427人であった自殺者数は令和元年には 2万

0169人まで減少したが、令和 2年は増加に転じている。

　新型コロナウイルスに起因する倒産事件の今後の推移を予測することは困

難ではあるが、少なくとも当面の間、中小零細事業者の景気回復はそう簡単

には実現しないように思われる。

　司法書士は、多重債務が社会問題となって以来、裁判所提出書類作成や簡

裁訴訟代理等関係業務を通じて、また、高金利引下げ運動の一翼を担うこと

で、被害救済活動に参画してきた。

　今、司法書士は、コロナ禍における事業者の倒産手続についても、国民の

権利擁護を使命とする専門家として、不安や倒産を招いたことへの自責の念

などを抱え疲弊した精神状態の依頼者に寄り添いながら、破産法の理念に
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則った手続の遂行を支援する必要がある。

　本書は、破産手続の分野における高い知見と極めて豊富な実務経験を有す

る両著者が、その経験から得られたノウハウをふんだんに盛り込み、実務の

遂行を助けてくれる良書である。

　本書が、コロナ禍において、やむなく倒産手続を選択せざるを得ない事業

者に対する司法書士の権利擁護活動に資することになることを願って、推薦

する。

　令和 3年 3月

日本司法書士会連合会　　　

会長　今　川　嘉　典
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は し が き

　警察庁の公表によると、令和元年における自殺者は ２万0１６９人であり、こ

のうち経済・生活問題を原因とするものは33９5人（１６.8％）にのぼる。その

内訳は、生活苦、多重債務、事業不振、失業、倒産……と続くが、このよう

な悲劇は、生活保護、破産等による債務整理、生活困窮者自立支援事業等、

司法書士がかかわってきた諸制度を活用すれば避けることが可能ではなかっ

たのか。

　思えば、昭和の終わり頃から、サラ金地獄に陥った多重債務者を救済する

という使命感に燃えた少数の司法書士が手探りの状態で破産手続を利用した

ことで、司法書士の多重債務者救済活動が始まった。

　当時、取り扱う破産はほとんどが消費者破産であり、受任通知による取立

禁止効が認められていないなかで、いかにスピーディーに申立てをするかが

課題であった。これは、とりもなおさず、取立ての恐怖から一刻も早く債務

者を解放することが生活再建の第一歩となることを、現場感覚で実感してい

たからである。

　こうした債務整理を契機として司法書士が種々の裁判事件に取り組み始め

たことが評価され、平成１4年改正司法書士法により司法書士に簡裁代理権が

与えられた。これにより、それまで司法書士の弱点であった債権調査（利息

制限法引直し）を徹底して行うことができるようになり、グレーゾーン金利

廃止という大きな法改正を獲得することにも貢献した。

　これらの過程で、債務整理を通じて消費者の命を守り、生活再建を支援す

ることはある程度可能になったが、一方で、司法書士が小規模な会社や個人

事業者の破産を扱うことは決して多くない。先にみたとおり、事業不振、倒

産による自殺者は一定数存在するが、命より大事な事業などあるわけがない。

　そこで、経営者やその家族のみならず、その事業にかかわっていた従業員

やその家族も生活再建のきっかけを掴むことできるよう、一人でも多くの司

法書士が個人事業者や小規模な会社の破産手続に対応できることが必要なの

である。

　このような中、著者の一人である中里功が平成２4年に『司法書士のための
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会社破産申立ての手引』を刊行し、私が平成２６年に『司法書士のための破産

の実務と論点』を刊行していたことから、最新の情報を加えて司法書士向け

の会社・事業者破産の実務書を共著でつくることができないかと民事法研究

会から打診され、その結果、本書を発刊するに至ることができた。折しも、

新型コロナウイルスが猛威を奮っている最中であり、司法書士が事業者等の

生活再建のために破産申立書類を作成する機会が今後増えていくだろう。そ

のような時、本書を参考にしていただきたい。

　本書は、第 １編として破産申立ての相談から申立書類の作成まで、実務的

な観点から詳細に解説をし、具体的なイメージを持てるように事案も多数掲

載した。また、第 ２編では、破産手続に関する種々の制度について理論的な

解説を行った。したがって、具体的な相談を受ける際には第 １編を参考に執

務を進めていただき、各制度について深い理解が必要な場合は第 ２編を参照

していただければ有用であると思われる。

　破産法 １条は、「この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産

等の清算に関する手続を定めること等により、《中略》債務者について経済

生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする」と宣言している。たとえ

倒産の憂き目に会ったとしても、なくなってよい命など一つもないのである。

ぜひとも、経営者、その家族、関係者等に再生の機会が等しく与えられるよ

う、本書を縦横無尽に活用していただきたい。

　令和 3年 3月

著者を代表して　　　　　　

司法書士　古　橋　清　二
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第 ４章　破産手続開始申立
書の作成

Ⅰ　管　轄

　会社の破産事件の管轄は主たる営業所の所在地（営業所を有しない場合は普

通裁判籍の所在地）を管轄する地方裁判所、個人の破産事件は普通裁判籍を

管轄する地方裁判所にそれぞれ専属する（法 ５条 １項、 ６条）。

　ただし、いわゆる親会社（会 ２条 ４号）・子会社（同条 ３号）の関係にある

会社のうちの一方の破産事件が係属する地方裁判所は、他方の破産事件につ

いても管轄を有する（法 ５条 ３項）。親会社と孫会社との関係（同条 ４項）、会

社といわゆる連結子会社との関係（同項、会４４４条）についても同様である。

　また、会社と会社の代表者との場合も同様で、会社の破産事件が係属する

地方裁判所は代表者の破産事件の管轄を有し、代表者の破産事件が係属する

地方裁判所は会社の破産事件の管轄を有する（法 ５条 ６項）。

　個人の破産事件についても①相互に連帯債務者の関係にある個人（法 ５条

７項 １号）、②相互に主たる債務者と保証人の関係にある個人（同項 ２号）、

③夫婦関係にある個人（同項 ３号）について同様の規定がおかれている。

　いずれのケースも、破産申立てに至る時期や事情に共通点が多く、債権者

や債務者等の利害関係人も重複しているため、同じ裁判所で同じ破産管財人

により破産手続を進めるのが効率的だからである。したがって、会社の破産

申立てに際し、会社の本店所在地を管轄する地方裁判所と代表者の住所地を

管轄する地方裁判所が異なる場合も、いずれか一方にまとめて申立てをする

ことができるのである。

　このほか、破産債権となるべき債権を有する債権者の数が５00人以上であ

るときは高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所、債権者の数が１000人以
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上であるときは、東京地方裁判所または大阪地方裁判所にも、破産手続開始

の申立てをすることができる（法 ５条 ８項・ ９項）。

　なお、これらの規定にもかかわらず、東京地方裁判所では管轄の規定を緩

やかに解し、営業所や住所が東京地方裁判所の管轄区域内にない場合も破産

手続開始申立てを受け付けていた。しかし、平成２２年 ２ 月からは運用が変更

され、事業者でない個人債務者については、東京都、千葉県、神奈川県、埼

玉県に住所がない場合には、破産手続開始申立てを受け付けないこととされ

るようになっている（到達点と課題 ２頁）。

Ⅱ　審理方式・不服申立て・公告

　破産手続等に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができ（法 ８条

１項）、口頭弁論を開くか否かは裁判所の裁量に任されている。また、破産

手続等に関する資料の収集については職権調査主義がとられており、裁判所

は、職権で、破産手続等に係る事件に関して必要な調査をすることができる
（同条 ２項）。もっとも、申立人は裁判所の職権に頼らず、判断資料を積極的

に提出すべきである。

　破産手続等に関する裁判につき利害関係を有する者は、破産法に特別の定

めがある場合に限り、当該裁判に対し １週間（民訴３３２条）の即時抗告期間内

に即時抗告をすることができる。裁判の公告があった場合には、その公告が

効力を生じた日（法１0条 ２ 項）から起算して ２週間が抗告期間とされる（法

９条）。これは、破産手続における集団的処理の要請等に照らし、その公告

が効力を生ずる時を基準として抗告期間を算定するのが相当だからである
（大阪高決平成 ６年 ８月１５日高民集４７巻 ２ 号１４９頁）。

　即時抗告をすることができるのが破産法に特別の定めがある場合に限定さ

れるのは、「破産法 ９条は、破産手続の円滑な進行を図る趣旨で定められた、

民事再生法 ９条及び会社更生法 ９条と同趣旨の規定であり、即時抗告ができ

る裁判を限定したものであって、特別の定めがない限り破産手続に関する破

産裁判所の判断を終局的なものと定めたものと解される」と説明される（東

京高決平成２２年１0月２１日金法１９１７号１１８頁）。
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　破産法の規定による公告は官報に掲載してするものとされ（法１0条 １ 項）、

掲載があった日の翌日に公告の効力が生じる（同条 ２項）。破産法の規定に

より送達をしなければならない場合には、公告をもってこれに代えることが

できるが、破産法の規定により公告および送達をしなければならない場合は、

特別の定めがない限り、公告をもって送達に代えることができない（同条 ３

項・ ５項）。なお、破産法の規定により裁判の公告がされたときは、特別の

定めがない限り、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみな

される（同条 ４項・ ５項）。これは、破産事件は債権者をはじめ多数の関係者

が存在するから、効力の発生を一時期に決める必要があるからである。

　旧法の事案であるが、免責異議申立人に対し免責決定が特別送達の方法で

告知されるとともに公告もされた場合、即時抗告期間をいつから起算するか

について、破産法上公告が必要的とされている決定についての即時抗告期間

と同様に、公告の効力が生じた日より起算して ２週間であるとしている（最

決平成１２年 ７ 月２６日民集５４巻 ６ 号１９８１頁・判時１７２１号８２頁・判タ１0４0号１３２頁）。

　上記決定の補足意見では、「公告がされた場合には、すべての利害関係人は、

公告から ２週間で不服申立権を失うとされている以上、別途送達を受けた者、

あるいはその後に送達を受ける者も、右の時点で一律に不服申立権を失うも

のと解せざるを得ない」とし、その理由として、「破産法上の手続のような

集団的権利関係の処理においては、画一的処理による確実性、能率的事務処

理による手続の迅速性、手続の全体的な安定性等への配慮も欠かすことがで

きず、知られざる利害関係人もいることから、公告の手続が多く利用される

のであって、送達を受けた者についてのみ個別的に即時抗告期間を起算する

ことは、破産法上の手続に関する裁判に画一的に不可争性を付与して手続の

進行を安定させるという目的に沿わないのである」と説明している。そして、

この判例を踏襲し、破産手続開始決定に対する即時抗告期間についても開始

決定の公告の効力が生じた日から起算して ２週間であると判示している（最

決平成１３年 ３ 月２３日判時１７４８号１１７頁・判タ１0６0号１７0頁）。
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Ⅲ　破産手続開始申立書の作成

１ 　必要的記載事項

　破産手続開始の申立書には、次に掲げる事項を記載しなければならない
（法２0条 １ 項、規則１３条）。

　なお、個人債務者の自己破産については各地の裁判所で申立書と陳述書の

様式が用意されているが、法人の破産についての様式は必ずしも用意されて

いないようであるので、法律上の記載要件を満たすように作成する必要があ

る。

　①　申立人の氏名または名称および住所並びに法定代理人の氏名および住

所（規則１３条 １ 項 １ 号）

　②　債務者の氏名または名称および住所並びに法定代理人の氏名および住

所（同項 ２号）

　③　申立ての趣旨（同項 ３号）

　④　破産手続開始の原因となる事実（同項 ４号）

　これらの事項の記載を欠くときは、裁判所書記官は、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ずる処分をしなければならない（法

２１条 １ 項）。

２ 　訓示的記載事項

　また、破産手続開始の申立書には、上記のほか、次に掲げる事項を記載す

るものとされているが（規則１３条 ２ 項）、これらの事項の記載がなくても、そ

れだけの理由で補正処分の対象となったり申立書の却下処分がなされたりす

ることにはならない。しかし、特に自己破産の場合にはこれらの事項につい

ても十分な記載をなすべきである。

　①　債務者の収入および支出の状況並びに資産および負債（債権者の数を

含む）の状況（規則１３条 ２ 項 １ 号）

　②　破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情（同項 ２号）

　③　債務者の財産に関してされている他の手続または処分で申立人に知れ
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ているもの（同項 ３号）

　④　債務者について現に係属する破産事件、再生事件または更生事件があ

るときは、当該事件が係属する裁判所および当該事件の表示（同項 ４号）

　⑤　管轄の特例（法 ５条 ３～ ７項）に規定する破産事件等があるときは、

当該破産事件等が係属する裁判所、当該破産事件等の表示および当該破

産事件等における破産者もしくは債務者、再生債務者または更生会社も

しくは開始前会社の氏名または名称（規則１３条 ２ 項 ５ 号）

　⑥　債務者について外国倒産処理手続があるときは、当該外国倒産処理手

続の概要（同項 ６号）

　⑦　債務者について次のⓐまたはⓑに掲げる者があるときは、それぞれ当

該ⓐまたはⓑに定める事項（同項 ７号）

　　ⓐ　債務者の使用人その他の従業者の過半数で組織する労働組合　　当

該労働組合の名称、主たる事務所の所在地、組合員の数および代表者

の氏名

　　ⓑ　債務者の使用人その他の従業者の過半数を代表する者　　当該者の

氏名および住所

　⑧　債務者について破産規則 ９条 １項の規定による通知をすべき機関（法

人の事業開始について官庁その他の許可、登録等をした機関）があるときは、

その機関の名称および所在地（規則１３条 ２ 項 ８ 号）

　⑨　申立人または代理人の郵便番号および電話番号（ファクシミリの番号

を含む）（同項 ９号）

３ 　記載上の注意事項

　裁判所で様式を用意している個人の自己破産の申立書・陳述書を利用する

場合には、様式に従って記入していけば上記の記載事項が網羅されることに

なる。しかし、それぞれの記載項目で否認該当行為や免責不許可事由などが

チェックされているので、設問の趣旨を検討しながら記入していくことが必

要である。

　たとえば、裁判所によっては、受任通知日の記載をさせている。受任通知

により支払停止を黙示的に外部に表示したと解される場合が多いことから
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（最判平成２４年１0月１９日集民２４１号１９９頁・判時２１６９号 ９ 頁）、偏頗弁済との関係で

記載をさせていると考えるべきである。したがって、受任通知日の記載をさ

せている場合には、任意整理が先行していた場合は任意整理の際の受任通知

日を記載する必要があり、また、申立代理人や申立書類を作成した司法書士

以外の弁護士または司法書士が以前に受任通知を発している場合には、その

日を記載する必要がある（管財手引７５頁）。

　また、「支払いができないと思い始めた時期」を記載させたうえで、その

後に支払った債務の有無とその金額を記載させる例もある。これは、偏頗弁

済のチェックをしているものである。過去の遺産分割や財産処分行為の記載

は、詐害行為否認該当行為の確認である。

　「破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情」は、どのような

原因で負債を負うことになったのかについての具体的事情と、いつの時点で

支払不能となったのかという点をチェックする意味で非常に重要である。こ

の点が明確であればその余の部分はある程度は簡潔でも足りるとする考え方

もある（マニュアル２0８頁）。

　ところが、中には、①負債総額が比較的高額であるにもかかわらず、単に

生活費の不足としか説明がされない例、②債務者自身は低収入であっても世

帯全体では相応の収入がある例、③若年者で実家暮らしのため住居費等がか

からないなど借入れをする必要性が乏しいにもかかわらず、借入れをした理

由が判然としない例、④生活費の不足を理由としつつも、そもそも借入れ当

時の世帯収入額が明らかでない例、⑤債権者一覧表にクレジットカードを使

用した物品購入が多く記載されている例、⑥家計表で収入に見合わない過大

な支出（住居費、食費、電話代、被服費、交際費、娯楽費等）が計上されてい

る例なども見受けられるようである（管財手引４0頁）。

　こうした指摘を受けることがないように、司法書士が破産手続開始申立書

類を作成する場合には、裁判所や破産管財人が理解できるように記載すると

ともに、裁判所の様式とは別に、裁判所に十分な情報が提供できるように上

申書等で説明を尽くす必要がある。

　さらに、申立書の記載にあたっては、破産管財人の立場に立って管財業務

をやりやすくするということも重要であり、図表や写真等を用いて積極的に
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説明書を作成することも必要である。

　なお、実務上の論点として、営業所と代表者の自宅が異なる場合、会社の

破産手続開始申立書には代表者の自宅を送達場所とする届出（法１３条、民訴

１0４条）をしておくとよい。破産申立て後は、債権者との接触を避ける必要

性から、少なくとも当面の間は営業所へ赴くことを避けるべきであるので
（第 ５章Ⅲ １）、裁判所からの補正（法２１条 １ 項）や予納金の納付（法２２条）等

の事務処理上の対応を円滑に行うことができるようにしておく必要があるか

らである。

【書式 ３】　破産手続開始申立書（法人用）

破産手続開始申立書

令和 ３年○月○日
静岡地方裁判所浜松支部　御中

申立人（債務者）株式会社○○○○　　　　　
代表者代表取締役　○　　○　　○　　○　印

ふ　り　が　な：　　　　　・・・・
債務者（商号）：　株式会社○○○○
代　　表　　者：　代表取締役　○　○　○　○
本 店 所 在 地：　〒○○○－○○○○
　　　　　　　　　静岡県浜松市中区○○一丁目 １番 １号
送　達　場　所：　〒○○○－○○○○
　　　　　　　　　静岡県浜松市中区○○一丁目 １番 ３号
　　　　　　　　　○○ハウス１0１号　　○○○○（申立会社代表者の自宅）
　　　　　　　（※営業所を封鎖中につき，上記送達場所へ送付して下さい）
電　話　番　号：（○○○－○○○－○○○○）
Ｆ Ａ Ｘ 番 号：（○○○－○○○－○○○○）
日中の連絡先：（0９0－○○○○－○○○○）
　　　　　　　　（自宅・携帯・職場・その他）

申立ての趣旨
　債務者につき，破産手続を開始する。
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申立ての理由
　債務者には債権者一覧表記載のとおりの支払うべき債務が存在するが，陳
述書記載のとおりこれを支払うことができない。
　よって，申立ての趣旨記載のとおりの決定を求める。
□　なお，管轄の特例の対象となる破産事件等の係属については陳述書記載
のとおり。

（注）　会社の破産手続では免責手続の適用がないので、貼用収入印紙は１000円となる（民
訴費 ３条 １項・別表第 １第１６項）。

Ⅳ　破産手続開始申立書の添付書類

　破産手続開始の申立書には、次に掲げる書類を添付する必要がある。

　①　債務者が個人であるときは、その住民票の写しであって、本籍（本籍

のない者および本籍の明らかでない者については、その旨）の記載が省略さ

れていないもの（規則１４条 ３ 項 １ 号）　　本籍の記載を求めているのは破

産者の特定をするためとされるが（条解規則４６頁）、先述（第 ２章Ⅱ １）

のとおり裁判所書記官は、免責許可の決定が確定したときを除き、破産

者の本籍市区町村において戸籍に関する事務をつかさどる者に対し当該

破産者について破産手続開始の決定が確定した旨を通知する必要がある

ため、そのような意味においても本籍の記載のある住民票の添付を求め

ているものと考えられる。

　②　債務者が法人であるときは、その登記事項証明書（同項 ２号）

　③　限定責任信託に係る信託財産について破産手続開始の申立てをすると

きは、限定責任信託の登記に係る登記事項証明書（同項 ３号）

　④　破産手続開始の申立ての日の直近において法令の規定に基づき作成さ

れた債務者の貸借対照表および損益計算書（同項 ４号）　　再生手続で

は申立ての日の前 ３年以内に作成された貸借対照表等を添付する必要が

あるが（民再規１４条 １ 項 ５ 号）、破産手続の場合は直近に作成されたもの

で足りるとしている。これは、破産手続が清算型手続であり、破産手続
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開始申立て時の資産および負債状況が把握できれば足り、過去の経営推

移の把握は必ずしも必要ではないからと考えられるからである。

　⑤　債務者が個人であるときは、次のⓐおよびⓑに掲げる書面（規則１４条

３ 項 ５ 号）

　　ⓐ　破産手続開始の申立ての日前 １カ月間の債務者の収入および支出を

記載した書面

　　ⓑ　確定申告書の写し、源泉徴収票の写しその他の債務者の収入の額を

明らかにする書面

　⑥　債務者の財産目録（同項 ６号）　　債務者の財産目録についても、個

人の自己破産については各裁判所で様式を用意している。なお、財産目

録作成にあたっての注意点については後述（Ⅵ）する。

Ⅴ　債権者一覧表の記載事項

１ 　破産法の規定

　債権者以外の者が破産手続開始の申立てをするときは、次に掲げる債権を

有する者の氏名または名称および住所並びにその有する債権および担保権の

内容を記載した債権者一覧表を裁判所に提出しなければならない（法２0条 ２

項本文、規則１４条 １ 項）。ただし、当該申立てと同時に債権者一覧表を提出す

ることができないときは、当該申立ての後遅滞なくこれを提出すれば足りる

ものとされている（法２0条 ２ 項ただし書）。

　①　破産手続開始の決定がされたとすれば破産債権となるべき債権であっ

て、②および③に掲げる請求権に該当しないもの（規則１４条 １ 項 １ 号）

　②　租税等の請求権（同項 ２号、法９７条 ４ 号）

　③　債務者の使用人の給料の請求権および退職手当の請求権（規則１４条 １

項 ３ 号）

　④　民事再生法２５２条 ６ 項、会社更生法２５４条 ６ 項または金融機関等の更生

手続の特例等に関する法律１５８条の１0第 ６ 項もしくは３３１条の１0第 ６ 項に

規定する共益債権（規則１４条 １ 項 ４ 号）
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第 ２章　破産手続開始の
効果

Ⅰ　破産財団と自由財産

１ 　破産財団の構成と範囲

　破産者が破産手続開始のときにおいて有する一切の財産は、破産財団を構

成する（法34条 １ 項）。この場合、当該財産が日本国内にあるかどうかを問わ

ない。

⑴　破産者名義の他者の財産
　実務上、名義人が破産者であっても、それを出捐した者が破産者以外のも

のであり、出捐した者が当該財産を実質的に管理下においていた場合、当該

財産は出捐者に帰属すると考えられるケースは少なくない。

　定期預金については、最判昭和48年 3 月27日（民集27巻 2 号376頁）、最判

昭和52年 8 月 ９ 日（民集3１巻 4 号742頁）などがあるが、後者においては次の

ように判示している。「被上告人の被相続人であるＤが、上告人信用組合の

管理部職員として貸付と回収の事務を担当していたＥの勧めに応じて、自己

の預金とするために600万円を出捐し、かねて保管中の『Ｅ』と刻した印章

を同人の持参した定期預金申込書に押捺して、Ｅ名義による記名式定期預金

の預入手続を同人に一任し、Ｅが、Ｄの代理人又は使者として上告人信用組

合との間で元本600万円のＥ名義による本件記名式定期預金契約を締結した

うえ、上告人信用組合から交付を受けた預金証書をＤに交付し、Ｄがこの預

金証書を前記『Ｅ』と刻した印章とともに所持していたとの原審の事実認定

は、原判決挙示の証拠関係に照らし、首肯するに足りる。右事実関係のもと

においては、本件記名式定期預金は、預入行為者であるＥ名義のものであつ
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ても、出捐者であるＤ、ひいてはその相続人である被上告人をその預金者と

認めるのが相当であつて、これと同旨の原審の判断は、正当として是認する

ことができる」。

　このほか、実務的に多いのは保険契約の例であるが、最終的には、保険契

約を締結した事情、保険契約者を破産者とした理由、破産者の関与の程度、

保険料を誰がどのような財産から負担したか等の事情を検討のうえ、具体的

な問題ごとに妥当な解決を図ることとなる（管財手引１80頁）。

⑵　破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の
請求権

　破産者が破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請

求権も破産財団に属する（法34条 2 項）。この例として、破産手続開始前に締

結していた共済契約に基づく共済金請求権は破産財団に属するとした判例が

ある（札幌地判平成24年 3 月2９日判時2１52号58頁）。

　判決は、破産者が破産手続開始前に締結していた共済契約に基づく抽象的

共済金請求権は、破産法34条 2 項の「破産者が破産手続開始前に生じた原因

に基づいて行うことがある将来の請求権」として、破産手続開始決定により、

破産財団に属する財産になるものであり、破産手続開始後に発生した共済事

故に基づき発生した共済金請求権は破産財団に属する財産であるとし、その

理由を次のとおり述べている。

　「保険金請求権は、保険契約締結とともに、保険事故の発生を停止条件と

する債権として発生しており、保険事故発生前における保険金請求権（以下、

『抽象的保険金請求権』という。）も、差押えや処分が可能であると解される。

このように、抽象的保険金請求権が、差押えや処分が可能な財産であるとさ

れている以上、破産者の財産に対する包括的差押えの性質を有する破産手続

開始決定についても別異に解する理由はなく、保険契約が締結された時点で、

破産手続開始決定により破産財団に属させることが可能な財産として発生し

ているものとみるのが合理的である。したがって、破産手続開始前に締結さ

れた保険契約に基づく抽象的保険金請求権は、破産法34条 2 項の『破産者が

破産手続開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権』とし

て、破産手続開始決定により、破産財団に属する財産になるものと解するの
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が相当である」。

　さらに、破産手続開始決定前に成立した、長男を契約名義人および被保険

者、破産者を受取人とする生命保険契約および共済契約について、破産手続

開始決定後に保険事故が発生した場合にも、前掲・札幌地判平成24年 3 月2９

日と同旨により保険契約に基づく抽象的保険金請求権は破産財団に帰属する

とした東京高決平成24年 ９ 月１2日（判時2１72号44頁）があり、同様の事案で

同旨の最高裁判例が出されている（最判平成28年 4 月28日判タ１426号32頁）。

　前掲・札幌地判平成24年 3 月2９日および前掲・最判平成28年 4 月28日の事

案は破産者本人が保険契約者であるのに対し、前掲・東京高決平成24年 ９ 月

１2日の事案は破産者が保険契約者ではないため、保険料を出捐していない場

合には破産者本人が抽象的保険金請求権を有するという認識がない可能性も

あり、破産申立てにあたり見過ごされてしまっている可能性があるし、裁判

所や破産管財人も当該抽象的保険金請求権の存在を明らかにすることができ

ないことが想定される。

　そのため、破産者本人が保険金受取人となっている保険契約の有無は、慎

重に調査するべきである。

　このほか、将来の請求権としては、第三者の死亡によって将来受益する可

能性があるものとして、破産者を受益者とする遺贈が考えられる。

　しかし、遺言の効力が生じる前に受遺者が破産手続開始決定を受けたとし

ても、遺贈の効力は遺言者の相続開始の時に生じることから（民９85条 １ 項）、

「遺言者の生存中は遺贈を定めた遺言によって何らかの法律関係も発生しな

いのであって、受遺者とされた者は、何らかの権利を取得するものではなく、

単に将来遺言が効力を生じたときは遺贈の目的物である権利を将来取得する

ことができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎない」（最判平成１１年 6

月１１日判時１685号36頁）のであり、破産手続開始決定の時点では「破産手続

開始前に生じた原因に基づいて行うことがある将来の請求権」とはいえず、

破産財団に属さないと考えられる。
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２ 　破産財団に属しない財産

⑴　自由財産
　破産法34条 １ 項の規定にかかわらず、次に掲げる財産は、破産財団に属し

ない（法34条 3 項。自由財産）。

　①　民事執行法１3１条 3 号に規定する額（66万円。民執令 １ 条）に 2 分の 3

を乗じた額の金銭（現行９９万円。法34条 3 項 １ 号）

　②　差し押さえることができない財産（民事執行法１3１条 3 号に規定する金

銭を除く）。ただし、同法１32条 １ 項の規定により差押えが許されたもの

および破産手続開始後に差し押さえることができるようになったものは、

この限りでない（法34条 3 項 2 号）。

⑵　動　産
　動産について、福岡地方裁判所本庁では、差押禁止動産として〔表20〕の

動産が示されている（破産法実務（福岡）34頁）。また、農業従事者、漁業従

事者、大工道具・理容器具等の技術者等の業務上必要な器具類は、差押禁止

動産とされている（民執１3１条 4 ～ 6 号）。

〔表20〕　差押禁止動産（福岡地方裁判所本庁）

和ダンス、洋タンス、整理タンス、茶タンス、鏡台（ドレッサーを含む。）、食
器戸棚、ベッド、サイドボード、食卓セット、冷蔵庫、電子レンジ（オーブン

レンジを含む。）、カラーテレビ、ビデオデッキ、冷暖房器具（エアコンを含む。）、
掃除機、洗濯機、ラジオ（ＣＤラジカセを含む。）。ただし、いずれも １ 点

⑶　保険金等
　平成 3 年 3 月3１日以前の簡易生命保険契約については、保険金および還付

金請求権（解約返戻金請求権を含む）は差押禁止債権とされている（平成 2 年

改正前の旧簡易生命保険法50条）。それ以降平成１９年 ９ 月30日までの簡易生命

保険契約については、死亡保険金請求権等は差押禁止債権だが、還付金請求

権は差押禁止とされていない（旧簡易生命保険法8１条。同年１0月 １ 日に同法は

廃止）。

　このほか、各種の保険給付受給権は差押禁止債権とされており（健保6１条、
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52条）、これには高額療養費の支給（同条 ９ 号）や家族埋葬料の支給（同条 7 号）

等も含まれる。

　これらのほかにも、生活保護受給権等（生保58条）、失業等給付受給権（雇

用１１条）、労働者の補償請求権（労基83条 2 項）等がある。

　企業型年金も差押えが禁止されている（確定拠出32条 １ 項）。

　小規模企業共済は、事業者の「退職金」共済制度として差押禁止債権とさ

れている（小規模１5条）。同様に中小企業退職金共済（中退共）も、従業員の

退職金共済制度として差押禁止債権とされている（中退共20条）。しかし、破

産者の取締役としての責任（善管注意義務違反等）との関係や免責不許可事

由が相当程度あり裁量免責のために積立てが必要な場合には、事案ごとに一

定額を破産財団に組み入れる処理を行っていることも報告されている（１50

問33頁）。

　自動車損害賠償保障法１6条 １ 項は、被害者による保険会社に対する直接の

請求権を認めており、この請求権は差し押さえることができない（自賠１8条）。

この直接請求権は、被害者の迅速な保護や救済を目的とした補助的手段と考

えられており、被害者が自動車保有者に対して損害賠償請求権を有している

ことが前提とされている（最判平成１2年 3 月 ９ 日民集54巻 3 号９60頁）。このため、

自動車損害賠償保障法に基づく保険金は、支給対象となる損害内容に応じて

自由財産となる部分と破産財団に帰属する部分とに分かれる（200問９0頁）。

　一方、車両の物損のような財産的損害の賠償請求権は破産財団に帰属する。

治療費は、損害を受けた身体の治療にかかる費用であり、自由財産の拡張（法

34条 4 項）が認められると考えられる。なお、実際には、保険会社から医療

機関に対し保険料が直接支払われるため、これを破産管財人が破産財団に取

り込む事案はほとんどないと思われる。

　介護費用や入院雑費などは、金銭債権として破産財団に帰属することにな

る。しかし、これらの費用は、被害者の治療に直接関連するものであるから、

自由財産の拡張が認められるものと思われる（200問９１頁）。

⑷　銀行預金
　差押禁止債権が銀行預金となった後は、差押禁止債権の属性を承継せず、

預金債権として差押可能と判断されている（最判平成１0年 2 月１0日金法１535号
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64頁）。この最判では、国民年金のほか、労災保険金も対象となっているが（労

災１2の 5 条 2 項）、預金債権となった後は「預金」として自由財産の拡張をす

ることで処理が可能である（200問5１頁）。

⑸　慰謝料請求権等
　最高裁判所は、名誉侵害を理由とする慰謝料請求権は、加害者が被害者に

対し一定額の慰謝料を支払うことを内容とする合意もしくはかかる支払いを

命ずる債務名義が成立したなどその具体的な金額が当事者間において客観的

に確定したとき、または被害者が死亡したときは、行使上の一身専属性を失

うとしている（最判昭和58年１0月 6 日民集37巻 8 号１04１頁・判時１0９９号5１頁）。

このような判例の立場からすれば、金額の確定した慰謝料請求権は、債務の

履行を残すだけであり行使上の一身専属性はなくなるということになる。ま

た、金額確定前に被害者が死亡した場合も、慰謝料請求権を承継取得した相

続人に行使上の一身専属性を認める必要はないことになる（200問９１頁）。

　このほか、慰謝料等の差押えができない債権の弁済を受けたことによって

形成された財産に差押禁止の効力が及ぶという下級審判決がある（東京地判

平成１5年 5 月28日金判１１９0号54頁・金法１687号44頁）が、前掲・最判平成１0年

2 月１0日は、消極に解している（到達点と課題９7頁）。

　離婚に伴う慰謝料請求権は、慰謝料が行使上の一身専属性があるとされて

いることから、慰謝料の具体的な金額が当事者間において客観的に確定しな

い間は自由財産であり、破産手続中に確定すれば（たとえば、当事者間での金

額の合意または債務名義の成立等）、破産財団に属するというのが判例である
（到達点と課題９8頁）。

　しかし、財産分与請求権については、清算的部分、慰謝料的部分、扶養的

部分があるとされており、それを破産との関係に反映させると、理論的には、

清算的部分は破産財団に属し、慰謝料的部分は（慰謝料請求権と同様に）自

由財産であり、扶養的部分は、開始決定前の部分は破産財団に属する（ただし、

自由財産拡張の対象となる）が開始決定後の部分は新得財産というべきである
（到達点と課題９8頁）。

　家裁実務において財産分与として認められるのはほとんどが清算的部分で

あり、かつ 2 分の １ ルールが定着していることを考慮すると、財産分与請求
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