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第４版序

個人民事再生手続が創設されて２０年になります。多重債務を解決する選択

肢の一つとして定着し、手続の問題点も整理され実務に反映されています。

この２０年の間に多重債務問題の情勢は大きく変化しました。平成２２年には

貸金業法が改正され、みなし弁済規定の廃止が実現しました。貸金業には総

量規制が導入され、貸金業者の貸付残高は大きく減少し、中小の貸金業者の

中には廃業するところも多くありました。しかし、代わって総量規制の及ば

ない銀行が無担保カードローン業務を始めて、貸付残高を伸ばしています。

また過払金の返還請求はほとんどなくなりました。この間司法書士は一貫し

て多重債務問題に向き合ってきましたが、これからも変わらず依頼者の生活

再建を第一に考え取り組んでいかなければならないと考えております。

破産事件の件数は、長らく減少傾向が続いていましたが、近年再び増加傾

向を示していますし、任意整理では一部債権者の非協力的な姿勢が目立って

きています。このような状況の中で個人民事再生手続の有用性が高まってき

ており、本書は当連合会多重債務問題対策委員会による実務上の変化を踏ま

えた改訂版（第４版）であります。

本書が全国の司法書士並びに実務に携わるすべての人に広く活用されるこ

とを願ってやみません。

令和４年５月

日本司法書士会連合会

会長 小 澤 吉 徳

第４版序
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第４版発刊にあたって

日本司法書士会連合会多重債務問題対策委員会では、個人債務者の民事再

生手続につき、全国に多く存在する多重債務者の法的整理に極めて有効な新

メニューであるという視点から、改正民事再生法の施行前よりいち早く注目

し、施行後の実務につき研究を重ねてきた。そして、その成果として著した

のが、初版『個人債務者再生の実務』である。

同書は、多重債務問題に積極的な司法書士を中心に多くの法律専門家に読

まれ、難解であるといわれる改正民事再生法の理解の一助となってきたが、

施行前に書かれたものであるため、施行後の実務運用についての言及がなさ

れていないという問題があった。

実際、施行前には予想し得なかった数々の実務上の問題があり、代表的な

ものとして、住宅資金特別条項を定める場合における開始決定後の住宅資金

貸付債権の弁済があげられよう。この問題に関しては、平成１５年に法改正が

行われ解決をみたが、ほかにも多くの論点が議論されている。

一方、平成１６年に破産法の全面改正とともに民事再生法についても重要な

改正がなされ、平成１７年より施行された。この改正により、「再生債権の総額

が５０００万円を超えない」債務者にまで利用の対象が広がることとなった。ま

た非減免債権の規定が設けられた。これら重要な改正点についてその施行前

に、書名を変更し、『個人民事再生の実務〔全訂増補版〕』を提供させていた

だいた。

その後平成２４年に、貸金業法の完全施行などを踏まえて実務上の取扱いの

変化を盛り込み、さらに記述を改め、第３版を提供させていただいた。

貸金業法によるいわゆる総量規制、みなし弁済規定の廃止などにより多重

債務問題は落ち着きを見せ、破産手続の件数が減少したが、一部業者の任意

整理手続における分割払いの拒否、無利息の拒否などの問題が増加してきて

いる。また総量規制の及ばない銀行の無担保ローンによる過剰融資問題、債

権回収業者による時効債権請求などの裁判手続を利用した悪質請求などの問
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題なども増加している。これらの問題の解決として個人民事再生手続が有用

な手続として利用されていくものと思われる。本第４版が、今以上に利用し

やすい個人民事再生手続の運用に資することの一助となれば幸いである。

令和４年５月

日本司法書士会連合会多重債務問題対策委員会

加 藤 義 章

外 山 敦 之

（オブザーバー）力 丸 寛

第４版発刊にあたって
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本書を推薦します

７、８年前、裁判官や弁護士がよく出入りする書店で、『クレジット・サラ

金被害者救済の実務』という本を見付けました。内容のよい本でしたので購

入し、ざっと目を通しておいたのですが、ある座談会で倒産処理の担い手が

話題になったときその本のことを思い出し、弁護士だけが担い手ではない、

司法書士も担い手であり現にこれだけの実績を挙げているではないか、と論

じたことがあります。しかし、私が購入し言及した本は、すでに実質的に旧

版であり改訂された本が出ていたのでありました。それを著者から指摘され、

かつ、その本を贈呈していただいたのが、本書の執筆陣のお一人である古橋

先生との出会いであります。これは強い印象として残っております。本書は、

その本の系譜を引く書物であり、感慨を覚えます。

民事再生法は、法制審議会倒産法部会で立法過程に関与した我々研究者か

ら見ても難解な法律であります。個人再生手続は、その特則として立法され

ましたから、さらに理解が困難な法律であります。とても一般の方々が条文

だけ読んで理解できるものではありません。しかし、難解であること自体は、

債務の免責をもたらすという重大な効果を伴う法律である以上やむを得ない

ものがあります。法三章で処理されては大変なことになるからです。した

がって、この法律をよく理解し、実務にも通じた人の手になる解説が不可欠

となるのであり、本書はこの要請にもっともよく応えた書物であると考えま

す。随所に書式も示され、実際の利用の便も十分に図られております。改め

て、本書の執筆者の方々に敬意を表する次第であり、また、本書が広く利用

され消費者倒産という不幸な現象が適切に処理され、生活再建と幸福への再

出発となることを願ってやみません。

平成１３年立春を過ぎて

東京大学法学部教授・法制審議会倒産法部会委員

高 橋 宏 志

本書を推薦します
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序

平成１２年の民事再生法改正により、小規模な負債を抱えた個人債務者の民

事再生手続が制定され、合わせて住宅ローンを抱えた債務者が住宅を手放す

ことなく負債を整理する手続が定められたことにより、個人債務者の債務整

理の手段が格段に開かれたといえます。

一説によれば、これらの新しい手続を利用する者の数は、年間数万人から

十数万人ともいわれ、これらの利用者に対し、的確なアドバイスと法的支援

が望まれるところです。そこで、これらのニーズに応えるべく、日本司法書

士会連合会では、改正法の施行に合わせて実務的な対応がすぐにできるよう

に、本書を上梓いたしました。

本書の特徴は、難解といわれる民事再生法および民事再生規則を整序し、

手続を支援する者や利用しようとする者に設例などを用いてわかりやすく、

理論的に解説する一方、実務的にも予想される論点や問題点を網羅し、一つ

の方向性を示すところにあります。

日本司法書士会連合会では、本書が利用され、幅広い法的サービスが行わ

れることを改正民事再生法の対策事業の中心に位置づけるとともに、相談時

におけるシミュレーション機能を強化したソフトウェアを開発し、本年４月

１日に予定される施行日に向けて準備をしてまいりました。ぜひとも本書を

活用されることを願ってやみません。

最後に、本書の刊行にあたり、ご指導いただいた法務省民事局、最高裁判

所事務総局の皆様、執筆・編集にご尽力いただいた当会消費者問題対策推進

委員会の各委員に対し、深甚の謝意を表します。

平成１３年２月

日本司法書士会連合会

会長 北 野 聖 造

序
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は し が き

平成１３年４月に施行が予定される改正民事再生法は、我が国の消費者信用

の現状に大きな変革を迫るものであるかもしれない。現在の消費者信用は、

１５０万人とも２００万人とも存在すると言われる多重債務者の増大に象徴される

ように、消費者金融や信販業の高金利による貸付、返済能力に比し過剰な与

信等が横行している。それにもかかわらず、業界としては右肩上がりの成長

を続けているのである。

一方、個人債務者の実状は、決して高収入とは言えない状況にありながら、

追い打ちのように賃金カット・リストラが行われ、消費者信用を利用しなけ

れば生計を維持することができない状況に追い込まれている。さらに、バブ

ル期に、将来の賃金上昇を見込んで住宅を購入した者はその当てがまったく

はずれ、住宅ローンの返済に四苦八苦している。それでも、日本人特有のま

じめさゆえに、約束は守らなければならない、借金は返さなければならない

と悪戦苦闘しているうち、多重債務に陥っていくのである。

現在、個人の多重債務者の債務整理としては、破産手続、任意整理、特定

調停が大きな３つの柱である。破産手続は清算型手続で、債務は原則として

支払義務のないものとなるが、破産者として法的に不利益な扱いを受ける場

合がある。

任意整理、特定調停は、原則として既返済額を利息制限法所定金利に引直

計算をしたうえ、将来利息を付さずに残債務を分割払いとするものであるが、

「借りた金は返さなければならない」、その言葉どおり、債務の全額を返済す

ることになる。つまり、破綻した者はすべての財産を失い、なおかつ容易に

立ち直ることができず、破綻を回避しようとすれば、復活するまでに膨大な

エネルギーを要することになるのである。

改正民事再生法は、定期的収入のある者について、ある程度の可処分所得

を弁済させることにより、その余は実質的に免責しようとするものである。

また、社会政策的にも、住宅ローンを抱えている多重債務者が、何とか住宅

はしがき
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を手放さないで再生する方法を定めたものである。

そして、従来であれば破産手続を利用したケースの一部は民事再生法の特

則を利用することになるであろうし、任意整理・特定調停を利用したケース

の大半は民事再生法の特則になだれ込んでくる現象が容易に想像できるので

ある。

しからば、改正民事再生法は、消費者信用に対し与信審査の厳格化を迫る

ことになろうし、これが功を奏して貸倒率が低下した際には、金利を低下さ

せなければ社会的な批判を浴びることになり、その批判に応えようとしない

企業は淘汰されていくことになるのである。これが、改正民事再生法が消費

者信用の現状に大きな変革を迫るものであるかもしれないという所以である。

ところで、執筆者一同は、法務省法制審議会倒産法部会資料・議事録等を

検討し、平成１２年夏以来検討を重ね、本書の執筆作業を行ってきた。本書は、

民事再生法の新たな特則を解説するとともに、典型的と思われる架空事例を

設定し、新手続の利用者や個人債務者再生手続を担う実務家のための基礎知

識的な情報を盛り込み、想定される書式をも提供することを意図して作成し

たものである。

もっとも、未だ施行されていない手続であり、なおかつ、要綱案も出され

ていない状況でスタートした作業であるため、実際の運用にあたってはさま

ざまな問題が噴出する可能性も否定できない。しかし、民事再生法が消費者

信用の現状に大きな変革を迫ることに多大な期待を寄せて、未完成ともいえ

る状態で本書を提供する勇気をご理解願うとともに、今後、手続の運用を盛

り込んで、読者とともに、より実務的な書籍に成長させていきたいと考える

ものである。

経験乏しい私たちに、新しい知識はもちろんのこと、精神的にも心強いア

ドバイスをいただき、常に暖かく見守っていただいた、立法担当者である法

務省民事局の始関正光参事官、高山崇彦局付検事や、予想される運用につい

て意見を開陳いただいた最高裁判所事務総局民事局の近藤昌昭参事官、学問

的な立場からアドバイスをいただいた東京大学教授の高橋宏志先生、法政大

はしがき
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学教授の廣尾勝彰先生、非常に厳しい日程にもかかわらず本書の発行を快く

引き受けていただいた民事法研究会の田口信義社長、田中敦司氏など、非常

に多くの方のご支援をいただいた。この場をお借りして感謝申し上げる次第

である。

平成１３年２月

日本司法書士会連合会消費者問題対策推進委員会

古 橋 清 二

野 口 雅 人

小 澤 吉 徳

田 中 祐 介

水 谷 英 二

はしがき
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１ 再生手続開始の要件

 はじめに

自然人の民事再生手続開始の申立原因は、「債務者に破産の原因たる事実

の生ずるおそれがあるとき」である（法２１条１項前段）。「破産の原因」とは、

自然人においては支払不能または支払停止であり、「生ずるおそれのあると

き」とは支払不能や支払停止が確実に到来することを指すのではなく、客観

的に、近い将来支払不能となる蓋然性が高いことをもって足りるとされてい

る。

また、事業者については「事業の継続に著しい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できないとき」が申立原因とされている（法２１

条後段）。これは、債務者が資金を調達して弁済期にある債務を弁済しようと

すると、債務者の事業の継続に重大な支障が生じることが必然的であること

をいうとされている。

これに加え、小規模個人再生・給与所得者等再生は、自然人が簡易・迅速

に再生を図ることができるよう、再生債権総額の上限や収入の要件などを定

め、極力定型的な処理ができるように工夫されている。

 再生手続を利用しうる債務者

法２２１条１項は小規模個人再生手続による民事再生開始の要件を、法２３９条

１項は給与所得者等再生手続による民事再生開始の要件をそれぞれ定めてい

る。

小規模個人再生を利用しうる債務者は、個人である債務者のうち、将来に

おいて継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあり、かつ、再生債権の

総額が５０００万円を超えないことが必要である。

一方、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件は、小規模個人再生を
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利用しうる債務者のうち、給与またはこれに類する定期的な収入を得る見込

みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと見込まれることが

必要である。これは、給与所得者等再生による民事再生手続は、収入が安定

しており容易に収入予測ができる債務者が、再生債権者の同意を得ずに可処

分所得の２年分以上の額を計画弁済総額として再生計画期間中に弁済する制

度であるからである。

なお、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件を満たせば必然的に小

規模個人再生の申立適格の要件を満たすことになるので、給与所得者等再生

を利用しうる債務者は、その選択により小規模個人再生を利用することも可

能である。

 「収入を得る見込み」の解釈

 概 要

小規模個人再生を利用することができる債務者の「将来において継続的に

又は反復して収入を得る見込み」という具体的な解釈や、給与所得者等再生

を利用することができる債務者の「給与又はこれに類する定期的な収入を得

る見込みがある者」については、小規模個人再生においては再生債権者の決

議を要する関係からある程度緩やかな解釈も可能と考えられるが、給与所得

者等再生については再生債権者の決議を行わないため、解釈は厳密に行われ

るものとも想定される。以下、いくつかの債務者を想定して検討してみたい。

 喫茶店や八百屋のように日銭の入る事業者

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」（小規模個人再生）

があると考えられるが、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み

がある者」（給与所得者等再生）には該当しない。

 日銭でなくても、工場や問屋のように継続的な稼働をしている事

業者

「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込み」（小規模個人再生）

があると考えられるが、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込み

１ 再生手続開始の要件
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がある者」（給与所得者等再生）には該当しない。

 農業者や漁業者、その他季節等によって収入が大幅に変動する者

（シーズナブル・インカマー）

３月に１回以上の割合で収入を得る見込みがあれば小規模個人再生を利用

しうる債務者の要件に該当するものと考えられる。なぜなら、再生計画の条

項の作成において弁済期が３月に１回以上到来する分割払いの方法を定める

ことを要し（法２２９条２項１号）、３月の期間中に収入が見込まれない場合には

再生計画の作成に支障を来す可能性があるからである。

もっとも、収入の得られる時期の間隔が３月を超える場合であっても、そ

の収入を蓄積しておき、３月に１回以上の分割払いの遂行が可能であれば、

必ずしも３月に１回以上の割合で収入を得る見込みがなくともよいと考えら

れる。しかし、給与所得者等再生を利用しうる債務者の要件には該当しない。

 不動産仲介業者のように不定期の収入が見込まれる者

不動産仲介業者は契約が成立すれば大きな収入となるが、契約が成立する

保証はなく、全く収入がない可能性もある。このことだけみれば、小規模個

人再生を利用しうる債務者の要件には該当しないとも考えられるが、一定期

間をならせば安定的な収入を見込むことができるような場合には小規模個人

再生を利用しうる債務者の要件を満たすものと考えられる。要は、農業者等

と同様に、再生計画の作成に支障を来さない程度の収入の頻度と、ある程度

の確実性が必要であろうが、これらは、過去の実績を俯瞰して個別具体的に

判断をすることが必要であろう。給与所得者等再生を利用しうる債務者の要

件には該当しない。

 給与所得者（サラリーマン、公務員等）

小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれの要件にも該当する。なお、

「変動の幅」については後述する。

 兼業農家等

給与所得者であっても、農業を兼業していたり、商店を兼業している場合

がある。この場合、収入のうちほとんどが給与所得で、兼業事業による収入
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を合算しても変動の幅が小さいのであれば小規模個人再生、給与所得者等再

生のいずれをも利用しうる債務者に該当することになろうが、兼業事業の収

入がある程度の比率を占める場合や、収入を合算すると変動の幅が大きくな

る場合には、小規模個人再生を利用しうる債務者には該当するものの、給与

所得者等再生を利用しうる債務者には該当しない。

年金生活者

年金生活者のように一定期間ごとに一定額の収入がある者は、小規模個人

再生、給与所得者等再生のいずれをも利用しうる債務者の要件に該当する。

失業者

失業中の者は、すでに就職先が決まっていて、近い将来、継続的に収入を

得る蓋然性が高い場合には、予想される収入の様態により小規模個人再生、

給与所得者等再生のいずれの要件をも満たすことになるであろうが、未だ就

業先をみつけていないような場合にはいずれの要件も満たさないものと考え

られる。仮に失業手当を受給していたとしても、３年（長期で５年）の再生計

画を作成することを鑑みた場合、その間失業手当を受給し続けることは不可

能であるので、いずれの要件にも該当しないものと考える。

なお、給与所得者等再生の場合には、給与またはこれに類する定期的な収

入を「得ている者」に該当しない場合には再生計画が不認可となることから

（法２４１条２項４号）、すでに就職先が決まっていても、遅くとも再生計画案提

出時には収入を得ている必要がある。小規模個人再生においてはこのような

不認可要件はないが、これは、小規模個人再生における再生計画の認可が再

生債権者の過半数の消極的同意を要するのに対し、給与所得者等再生では同

意を要しないこととの関係において差異が設けられていると考えられる。

他人の収入で生計を営む者（専業主婦等）

収入がなかったり寡少な者であっても、主婦のように配偶者が収入を得て

いたり、離婚した配偶者から一定の養育費を受けることによって実質的に定

期的収入を得ている場合もあるが、個人民事再生はあくまでも申立者本人の

収入を履行の原資とするものなので、配偶者の収入は主婦の「収入」ではな

１ 再生手続開始の要件
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いし、子どもの養育のために支給される養育費はその親権者のものではない。

したがって、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者」で

はないし、「将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがある者」

にも該当しない。

もっとも、従来の特定調停や破産手続においては、実質的に家計全体の収

入を勘案して各債務者の返済能力を斟酌していた例も多く見受けられていた。

しかし、個人民事再生では、上記のような者には申立適格が認められていな

いばかりか、債務者以外の者が債務を引き受けたり、または保証人となるな

どの再生計画に関する規定（法１５８条）は適用が排除されているので、再生計

画の履行可能性などの面においても不認可事由に該当するものと思われる。

 再生債権の総額が５０００万円を超えないこと

小規模個人再生、給与所得者等再生のいずれも、再生債権の総額が５０００万

円を超えないことを要件としているが、この金額には次の金額を含まない。

① 住宅資金貸付債権の全額

② 別除権の行使によって弁済を受けることができると見込まれる再生債

権の額

③ 再生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金または過料（共

益債権または一般優先債権であるものを除く）

 変動の幅が小さいと見込まれること

給与所得者等再生を利用しうる債務者は、給与またはこれに類する定期的

な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいと

見込まれることが必要であるが（法２３９条１項）、どの程度の変動の幅であれば

「変動の幅が小さい」と見込まれるのかは必ずしも明示されていない。近年で

は、年俸制により給与等が少なからず変動する給与体系を採用する企業も相

当数存在するので、具体的な事案ではこの基準がどの程度のものなのか重要

となる。
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一方、計画弁済総額の算出において、給与所得者等再生における再生債務

者の収入の見込額について、再生計画案の提出前２年間の途中で年収に５分

の１以上の変動を生ずべき事由が発生した場合は、当該事由が生じた後の期

間の収入を基準に算出するとされている（法２４１条２項７号）。もちろん、計画

弁済総額の算出方法における「変動」と収入要件における「変動」とを一律

に論ずることはできないが、いずれも給与所得者等再生における定義であり、

なおかつ、いずれも計画弁済総額の立案に密接にかかわる要件であるので、

収入要件における「変動の幅」も年収ベースで５分の１（２０パーセント）程度

を基準として考えればよいものと思われる。

２ 再生手続開始の申立て

 申立ての方式

再生手続は、債務者または債権者の申立てによって開始する（法２１条）が、

再生手続に関する申立ては、特別の定めのある場合を除き、書面でしなけれ

ばならない（規則２条１項）。

 管 轄

再生事件は、再生債務者が営業者であるときはその主たる営業所の所在地、

外国に主たる営業所を有するときは日本における主たる営業所の所在地、営

業者でないときまたは営業所を有しないときはその普通裁判籍の所在地を管

轄する地方裁判所が管轄する（法５条１項）。

また、連帯債務者の関係にある個人、主債務者と保証人の関係にある個人

または夫婦の関係にあり、いずれかの者について再生事件が係属していると

きは、それぞれその他の者についての再生手続開始の申立ては、当該再生事

件が係属している地方裁判所にもすることができ（法５条７項）、以上により

２ 再生手続開始の申立て





第５第５章章

再生計画の再生計画の

認可手認可手続続



第５章 再生計画の認可手続

246

１ 再生計画総論

 再生計画案

 再生計画案の意義

再生計画案とは、再生債権者の権利の変更を通じて再生債務者の事業また

は経済生活の再生を目的とした再建計画の案である。

再生計画案においては、権利変更の内容として、債務の減免（免除率）、分

割弁済による期限の猶予（返済期間）その他の権利変更の一般的基準を定めな

ければならない（法１５４条１項・１５６条）。この一般的基準は、再生計画の認可

により、再生債権者の権利について、その権利変更がどのように行われるか、

一般的かつ抽象的に定めるものである。

個人民事再生における再生計画案では、通常の民事再生のように再生債権

者の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、一般的基準に従って変

更した後の権利の内容を定める必要はない（法１５７条の不適用、法２３８条・２４５条）。

これは、個人民事再生が通常の民事再生に比べて簡易な手続として設計され、

通常の民事再生に設けられている債権の実体的確定手続の適用（法第４章第３

節）がなく（法２３８条・２４５条）、個々の再生債権の内容を確定しないまま、言

い換えれば、どういう権利があるのかは明らかにしないまま、免除率を定め、

一定金額の返済を行うという個人民事再生の特質からくるものである。しか

し、再生計画案だけでは、再生計画による返済の総額、各回の返済額が再生

債務者、再生債権者ともに詳細を知ることが困難となるため、実務上は、再

生計画による返済計画表を作成し、裁判所に提出することとなろう。

個人民事再生における再生計画案の具体例としては、次のような条項が考

えられる。
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【書式５－１】 再生計画案の一般条項（東京地裁書式）

東京地方裁判所民事第２0部 御中

個人再生委員 殿

東京地方裁判所 令和 年（再 ）第 号

令和 年 月 日（※１）

再 生 計 画 案

再生債務者 印

第１ 再生債権に対する権利の変更

再生債権の元本及び開始決定前に発生している利息・損害金の合計額の

２0.１７％を後記第２の弁済方法のとおり弁済し（１円未満の端数は切り上げ

る。），残元本及び開始決定前の利息・損害金の残額並びに開始決定後の利

息・損害金の全額について免除を受ける。

第２ 再生債権に対する弁済方法

再生債務者は，各再生債権者に対し，第１の権利の変更後の再生債権に

ついて，再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から， ３ 年

0 か月間は，毎月 末 日限り，３６分の１ の割合による金員（１円

未満の端数は切り捨て，最終回で調整する。）（合計 ３６ 回）を支払う。

第３ 共益債権及び一般優先債権の弁済方法

再生計画案提出時における未払の共益債権及び一般優先債権はない。

今後発生する共益債権及び一般優先債権は，随時支払う。

※１ 再生計画案を修正した場合は，修正前の計画案作成日と修正後の計

画案作成日を併記してください。

【書式５－２】 再生計画案の一般条項（大阪地裁書式）

大阪地方裁判所 令和○○年（再イ・ロ）第○○○○号

再 生 計 画 案（令和○○年○月○日）

１ 再生計画総論
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再 生 債 務 者 印

書類作成者（司法書士）

（電話 － － ）

１ 再生債権に対する権利変更として，次の額について免除を受ける。免除

額に１円未満の端数が生じたときは，切り捨てる。

 元本及び再生手続開始決定日の前日までの利息・損害金の［ ８０ ］

パーセント相当額

 再生手続開始決定日以降の利息・損害金の［ １００ ］パーセント相当額

２ 上記１による権利変更後の再生債権について，再生計画認可決定確定日

の属する月の翌月以降，下記の□に印を付した項に記載した方法により分

割弁済をする。ただし，これにより算出される［ １００ ］円未満の端数

は［ 切り上げ ］，［ 最終回 ］ で調整する。

３か月ごとに支払う方法

上記確定日の属する月の［ 翌 ］月を第１回目として，以後３か月

ごとに合計［ １２ ］回，各月の［ 末 ］日限り，各［ １２分の１ ］

の割合による金額を支払う（通算期間［ ３ ］年［ ］か月間）。

□ 毎月支払う方法

上記確定日の属する月の翌月を第１回目として，毎月［ ］日限り，

各［ ］の割合による金額を支払う（通算期間［ ］年

［ ］か月間）。

□ ボーナス時に支払う方法

［ ］年［ ］月間，毎年［ ］月及び［ ］月の［ ］

日限り，各［ ］の割合による金額を支払う（合計［ ］

回）。

□ その他の方法

再生計画による弁済総額が［ ］万円以下の再生債権者に対して

は，上記確定日の属する月の［ ］月の［ ］日限り，［

］の割合による金額を支払う（合計 回）。

３ 共益債権及び一般優先債権は，随時支払う。

（上記債権［特に公租公課等］で未払分がある場合には，下記にその種目，

金額を記載する。）

以上

□碍
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 債権者の平等取扱いと例外

 原 則

各再生債権者は再生計画案において平等に扱わなければならず、特定の再

生債権者だけ弁済率を有利に、あるいは不利に扱うことはできない（形式的平

等原則、法２２９条１項・２４４条）。たとえば交通事故の被害者が有する損害賠償請

求権について、被害者救済のため免除率を緩和し、あるいは、再生債務者の

親族，知人が有する再生債権を不利に扱えないかが疑問となる。個人民事再

生では、実質的平等を確保する機関や手続がないことから、これらの債権に

ついて他の再生債権と異なる弁済率を定めることは、形式的平等原則に反す

ると解さざるを得ない。

 例外

ただし、不利益を受ける再生債権者の同意がある場合は、一般的基準と異

なる再生計画案を立案することが可能である（法２２９条１項前段・２４４条）。たと

えば、親族、友人等が有する再生債権について、全額免除を受けることは困

難な場合であっても、弁済期や免除率について、当該再生債権者の同意を得

ることにより、他の債権者と異なる定めを設けることは可能である。

 例外

また、少額の再生債権もしくは法８４条２項に定める開始決定日以降の利息、

遅延損害金等についても、同様に、一般的基準と異なる再生計画案を立案す

ることが可能である（法２２９条１項後段・２４４条）。たとえば、少額の再生債権に

ついては、弁済率に関して有利に扱うことはできないが、弁済期に関しては、

１回ごとの弁済額が、送金手数料に満たない場合などに、まとめて弁済を行

うことを可能とする別段の定めを設けることは許される。

〔記載例５－１〕 少額債権の定め

［再生計画による弁済総額が１万円以下の再生債権者に対しては，上記確定

日の属する月の３ヶ月後の］月の［ 末 ］日限り［ １００ ］パーセント

の割合による金額を支払う（合計 １ 回）。

１ 再生計画総論
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［ 再生計画による弁済総額が１万円未満の再生債権者に対しては，上記確

定日の属する月の翌月を第１回目として，以後３ヶ月ごとに，各 ］月の

［ ５ ］日限り，各［ ２０ ］パーセントの割合による金額を支払う（合

計 ５ 回）。

また、各確定債権額の差が大きく、比較的少額債権額の債権者が多い事案

においては、少額債権のすべてを一時に弁済する再生計画案を立案するのが

困難な場合が多い。また、それらについて、毎月の支払いとすれば振込手数

料の負担も大きいものといえよう。このような場合には、少額債権の支払月

を適当に分散させることにより、毎回の返済総額を一定に保つような再生計

画案の立案も考えられる。ただし、裁判所によっては、債権者間の平等に重

きをおき、このような再生計画案の認可に抵抗を示す場合も考えられるので、

裁判所または個人再生委員との協議が必要な場合も考えられよう。

 例外

さらに、住宅資金特別条項を定めた場合も本条の例外となる（法２２９条４項・

２４４条）。すなわち、住宅資金特別条項が定められた場合、住宅資金貸付債権

には、無担保の再生債権に関する再生計画の一般的基準の適用はなく、住宅

資金特別条項に従い長期の分割弁済により元利金とも全額支払われることと

なるからである。

 例外

再生債権のうち次に掲げる請求権については、当該再生債権者の同意があ

る場合を除き、債務の減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすること

ができない（法２２９条３項・２４４条）。

① 再生債務者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

② 再生債務者が故意または重大な過失により加えた人の生命または身体

を害する不法行為に基づく損害賠償請求権（再生債務者が悪意で加えた不

法行為に基づく損害賠償請求権を除く）
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③ 次に掲げる義務に係る請求権

 民法７５２条の規定による夫婦間の協力および扶助の義務

 民法７６０条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

 民法７６６条（同法７４９条・７７１条および７８８条において準用する場合を含む）

の規定による子の監護に関する義務

 民法８７７条から８８０条までの規定による扶養の義務

 からまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくも

の

これらの請求権は、これまでも明確な規定はなく、解釈上もその全額が再

生債権となるのか、すでに発生した部分に限られるのか説が分かれていた。

また、実務的にも権利の変更の対象となる再生債権に取り込まず、再生手続

の枠外で処理されていることが多かったものと考えられる。平成１６年の改正

では、文理上、これらの請求権を再生債権に取り込むことを明らかにしたう

えで（ただし、再生手続開始決定前に発生した部分のみか、弁済期間の終期までに

発生する部分か、将来発生するすべての額か、いずれの部分を再生債権に取り込む

ことになるのかは必ずしも明確ではない）、債務の減免の定めその他権利に影響

を及ぼす定めをすることができないとした。したがって、再生計画案では、

これらの請求権に対しては再生計画案の債務の減免の定めの条項は適用され

ない旨を記載しておく必要があるだろう。

そして、これらの請求権は、再生計画認可の決定が確定した場合でも再生

計画の一般的基準により変更されることはなく、また、当該請求権が無異議

債権および評価済債権であるものについては、一般的基準に従って弁済をし、

かつ、再生計画で定められた弁済期間が満了するときに、当該請求権の債権

額から当該弁済期間内に弁済をした額を控除した残額につき弁済をしなけれ

ばならない（法２３２条２項・４項・２４４条）。

さらに、当該請求権が無異議債権および評価済債権以外であるときは、再

生計画で定められた弁済期間が満了するときに、当該請求権の債権額の全額

につき弁済をしなければならない（法２３２条５項・２４４条）。

１ 再生計画総論
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