
科学研究費助成事業　　研究成果報告書

様　式　Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９ （共通）

機関番号：

研究種目：

課題番号：

研究課題名（和文）

研究代表者

研究課題名（英文）

交付決定額（研究期間全体）：（直接経費）

１７４０１

基盤研究(C)（一般）

2016～2014

倒産企業の再建に関する新たな理論の構築

Constructing the new legal framework for the corporate reorganization

４０３５０２９３研究者番号：

河野　憲一郎（KAWANO, KENICHIRO）

熊本大学・大学院法曹養成研究科・准教授

研究期間：

２６３８０１２４

平成 年 月 日現在２９   ６   ８

円     3,500,000

研究成果の概要（和文）：　倒産企業の再建に関する理論は，従来，清算型の破産手続のそれを基本形としてき
た。たしかに企業再建手続は，破産手続とともに，「包括執行」の一部をなしている。しかし，企業再建手続
は，「企業法」としての側面をももち，今日の経済社会においては，後者の特徴がより重用な意味をもってきて
いる。
　このような観点から，再建計画の新たな性格付けが重要となる。すなわち，それは「（１）債務者，債権者お
よび株主の間の契約と（２）債権者および株主による再建企業への投資の混合物である」（C.J. Tabb）。

研究成果の概要（英文）：The legal theory of corporate reorganization in Japan was based on that of 
straight bankruptcy regulated by the Bankruptcy Act. Along with the straight bankruptcy, corporate 
reorganization surely consists a part of collective creditors’ remedy. However, we must realize 
that it also has the aspect of corporate law, and the latter characteristic is becoming more and 
more important in our economic society today. From such point of view, the new legal qualification 
of a plan of reorganization is important: It is ‘a combination of a contract between the debtor, 
creditors and equity, and an invest in the reorganized debtor by creditors and equity holders’（C.
J. Tabb）.

研究分野： 倒産法学

キーワード： 企業再建手続　会社更生　民事再生　倒産（法）の基礎理論　観念的清算　清算価値保障原則　〈責任
財産〉と〈キャッシュフロー〉　〈財団型手続〉と〈計画型手続〉

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（１）経済活動の主たる部分が企業によって
担われている現代社会においては、企業の経
済活動が破綻し、倒産するに至った場合に、
これを処理するためのメカニズムとして、裁
判上の倒産処理手続のはたす社会的機能が
ますます大きくなっている。今日では、破産
手続を通じた倒産企業の解体・清算という処
理もさることながら、当該企業を再建するこ
とによって処理を図る、再建型倒産（処理）
手続による処理のはたす役割が以前にもま
して重要になってきている。殊にバブル経済
崩壊後のわが国の社会において、倒産した企
業の再建のための裁判上の手続の整備が経
済界から強く求められたことは、今なおわれ
われの記憶に新しい。こうした現在の状況に
鑑みるならば、裁判上の企業再建手続に関す
る明確な理論枠組みが望まれる。 

 
（２）わが国における「倒産（処理）法学」
は、当初、ヨーロッパ大陸法、殊にドイツ法
より継受した破産法の体系化・解釈の学とし
ての「破産法学」から出発した。その後、第
二次大戦後に旧会社更生法が制定され、高度
経済成長期に法的倒産処理手続全般に対す
る社会的な期待と役割が高まるにつれて、
「倒産（処理）法学」というより高次の枠組
みが、重みを増している。その際に、わが国
の倒産法制の規律の基礎は、清算型の破産手
続を倒産手続の基本型としてとらえ、その理
論および手続を（企業）再建型の手続に応用
することによって展開された（以下、これを
「破産モデルの理論」と呼ぶ。）。 
 
（３）しかし、この「破産モデルの理論」は、
現行の民事再生法および会社更生法が予定
している企業再建手続、さらには新たに制定
された会社法が予定している株式会社制度
とは、必ずしも十分には適合していない。け
だし、破産においては、欠乏した責任財産（破
産財団）からの総債権者（破産債権者）の満
足が問題となっているが、再建型の倒産手続
が選択されるような企業に限ってみるなら
ば、倒産に至った要因として決定的なのは、
通常〈責任財産〉の欠乏ではなく、〈キャッ
シュ・フロー〉の流れの悪化であるからであ
る（このことは、とりわけ倒産会社に「スポ
ンサー企業」が付くことによって当該会社の
再建が図られるケースにおいて象徴的であ
る）。そうだとすると、裁判上の企業再建手
続は、そこで用いられる破産手続との法技術
の類似性を頼りに「破産モデルの理論」によ
って理解されるべきではなく、現実の問題状
況に即した形で、とらえ直されるべきではな
いかが問題となる。 
 
 
２．研究の目的 
 

（１）いわゆる「破産モデルの理論」は、旧
会社更生法の下で唱えられた「観念的清算」
の理論にかかる次のような命題に典型的に
顕れている：「一方において会社の積極財産
を算定し（その場合には企業が存続するもの
と仮定して評価をなすを要〔す〕）、他方にお
いて消極財産の届出・確定を図る。……かく
て得られた積極財産と消極財産及び株主の
持分を対比し、それを権利の優先順序に従っ
て分配すると仮定すれば満足を得られるか
どうかが、計画において分け前にあずかれる
かどうかを決する」、と（兼子一＝三ヶ月章
『条解会社更生法』（弘文堂、1953 年）446
頁）。この命題は、昭和 42 年（1967 年）の
旧会社更生法改正に際して、その趣旨に従っ
た旧会社更生法 177条 2項の規定が設けられ
ることによって、実定法上の裏付けを得た。
こうした考え方の基礎には、事業継続による
継続企業価値を、いわば会社の〈責任財産〉
評価としてとらえる観念があったと思われ
る。 
 
（２）しかし、現行会社更生法は、開始決定
時点に継続企業価値を評価し、これを関係人
に割り付けるという考え方を廃棄している
（更生手続開始時の時価による。会更 83 条 2
項）。また、現行法下の学説は、観念的清算
の理論を否定するに至っている。本研究は、
こうした状況を踏まえて、伝統的な「破産モ
デルの理論」を克服し、キャッシュ・フロー
に着目した裁判上の企業再建手続の「新たな
理論」を構築することを目的とする。 
 
 
３．研究の方法 
（１）「破産モデルの理論」は、事業継続に
よる継続企業価値を、いわば会社の〈責任財
産〉評価としてとらえ、これを関係人に割り
付けるという観念を前提としていた。この立
場によれば、再建型倒産手続においてもっと
も重要な意味を持つ〈再建計画手続〉の位置
付けは不明確になってしまう。 

 
（２）これに対して、「破産モデルの理論」
に代わる、裁判上の企業再建手続の「新たな
理論」を構築することを目的とする本研究で
は、再建計画手続に着目し、その意義とメカ
ニズムを明らかにすることに力を注いだ。け
だし、倒産企業が従前の企業活動に１つの区
切りをつけ、新たな体制を再構築するには、
従前の債務の減免や資本関係の変更が不可
欠であるところ、それらは〈再建計画〉を通
じて行われるからである（会更 204 条、民再
178 条）。その際に、この再建計画手続に関し
ては、議決権者による議決による「関係人自
治」が妥当するとともに、裁判所の認可決定
という「裁判所のコントロール」の置かれて
いることが重要な意味をもつ（会更 201 条、
民再 174 条）。 

 



（３）裁判上の企業再建手続は、もともとア
メリカ破産法の上に発展した手続を継受し
たものであるが（旧会社更生法は、当時のア
メリカ合衆国の Corporate Reorganization の
制度をわが国に採り入れたものである）、す
でに指摘されているように、そこでは、「〔ド
イツ法系の〕わが破産法の概念と手続を基礎
として更生手続〔が〕、構築」されていた（兼
子＝三ヶ月・前掲 17 頁以下、26 頁）、との
指摘に、本研究は着目した。このことを踏ま
えて、母法国ドイツの破産（倒産）手続との
関係で、わが国の倒産手続に「概念と手続」
を明らかにした。それと同時に、わが国の実
務に大きな影響を及ぼしているアメリカ合
衆国における展開との比較を行うことに力
を注いだ。 
 
 
４．研究成果 
 
（１）裁判上の企業再建手続の目的に関して
は、〈債権者の権利の実現〉であるとする理
解と、これを〈企業再建のための機会（フレ
ッシュ・スタート）〉としてとらえ直そうと
する立場の対立が見られる。倒産手続が、清
算型の手続から発展し、今日では再建型の手
続が社会的に非常に重要な役割をはたして
いること、伝統的に倒産手続の目的は債権者
の権利の実現とされてきたことの２点にお
いて、ドイツとアメリカ合衆国とで大きな違
いはない。 
 
（２）ただし、アメリカ合衆国では、倒産手
続の目的の対立は、より強く「法政策」にお
ける対立として現われている。例えば、旧会
社更生法によってわが国に継受されたアメ
リカ合衆国の Corporate Reorganization の制
度は、もともと「救済法的理念の先端に立つ
……制度」として導入されたのは、その重要
な一例である。 
 しかして、アメリカ合衆国の現行倒産法は、
1978 年のアメリカ合衆国連邦破産法であり、
そこでは第 11 章に Reorganization の制度が
置かれ、それは、今日のわが国の実務および
議論にも多大の影響を与え、理論的にも注目
すべき展開を見せている。1980 年代からの
倒産法の理論的研究の深化の火付け役とな
ったジャクソンの倒産法理論によると、経済
的なフレッシュ・スタートは、自然人債務者
の場合にのみ重要であり、むしろ、会社（企
業）倒産の場合を念頭に、破産法は債権者の
ための集団的債権回収装置だと理解が示さ
れていた。この、法と経済学に基礎を置く議
論によれば、倒産法は、債権者の集団的便益
を高めるかどうかという１つの問いによっ
て審査され、逆に、債権者以外のものの利害
の保護は、倒産法の外でなされるべきとされ
る。この議論は、更生手続において実現され
る継続企業価値は、第 7 章の清算手続におい
ても、財産が一体として売却されることで達

成される述べ、結論的には、第 11 章手続の
廃止を提案している。この議論は、アメリカ
合衆国や同じく英米法系に属する英連邦諸
国のみならず、わが国やドイツにも大きな影
響を与えている。ただし、そこではあくまで
もこの議論の「政策」面におけるインパクト
が重要であるにすぎないというべきである。 
アメリカ合衆国の議論は、同国における

「手続」、例えば、（州法上の）優先主義に基
づく個別執行手続、自発的申立事件における
当然の手続開始、自動的停止の存在などを前
提に議論を展開しているのであり、したがっ
て、仮にわが国の倒産手続の構造を理解し、
説明するための理論としてこれを用いると
すれば、むしろ理論の混迷をもたらす結果と
なる。 
 
（３）倒産手続の目的の対立は、より手続構
造論および解釈論に近接したところでも現
れる。すなわち、わが国破産法の母法国ドイ
ツにおいて、倒産手続は包括執行である（＝
債務者財産を換価することによる人的債権
者の平等な満足）とする伝統的な理解に対し
て、倒産法改正の過程において、そうした理
解が破産手続と再建型手続の一体性を隠蔽
していないか、あるいは企業倒産の主要問題
である、機関、清算および金融の問題を隠蔽
していないかという点が問題とされたのが
それである。もっとも、ここでは、企業再建
手続における債権者の権利行使という観点
が正面から争われたというよりは、むしろ、 
伝統的な破産法の理論が、企業倒産法の理論
としてどの程度有用かが議論されていると
も言い得る。この関連において、われわれは、
企業倒産法という観点から見たときに、これ
までの破産法の規律が、実は、主として自然
人破産を念頭に置いたものだったこと、それ
と同時に、企業再建手続においても、破産手
続における機関の任務分配を踏まえた上で、
対応する議論の展開が求められることを確
認することができる。 
 
（４）〈債権者の権利の実現〉が、（企業）倒
産手続の目的であるとした場合に、その実現
の範囲が問題となる。この点、自然人破産の
場合には、破産手続に参加することによって
回収されなかった残余部分については、伝統
的に破産手続終了後に債務者の固有財産を
責任財産として回収する途が残されていた
のであり、免責手続により免責される限りで、
その責任を免除された。これに対して、企業
（法人企業）破産の場合には、手続終了によ
って法主体性が消滅してしまうことの裏面
として、結果的に、法人の破産財団の範囲内
に責任は限られるというのが、現行破産法か
ら引き出される規律である。 
 
（５）企業破産手続においては、企業の法主
体性の消滅を前提として、債権者には〈責任
財産〉からの割合的な弁済が行われたところ、



企業再建手続においては、当該企業の法主体
性の存続を前提とした上で、将来収益から、
旧債務の処理が図られる。したがって、〈再
建計画」が、重要な意味をもつ。この点、ド
イツ倒産法学説は、破産財団に対する破産債
権者の関係を再建型手続についても貫徹し
て、倒産財団への責任法的割当てを論じてい
るが、とりわけ再建型手続では特別財産とし
ての「財団」は形成されないとする日本法の
下では、破産手続を〈財団型手続〉とし、（企
業）再建手続を〈計画型手続〉として区別し
た理論構築が有用というべきである。 
 
（６）〈計画型手続〉においては、一方で、
清算価値の部分を超える自己の債権のより
有利な回収が問題となっている債権者らの
多数決が問題となる（関係人自治）。こうし
た観点から、再建計画には、は「（１）債務
者，債権者および株主の間の契約と（２）債
権者および株主による再建企業への投資の
混合物」（C.J. Tabb）という、新たな性格付
けが与えられる。 
他方、〈計画型手続〉においても〈責任財

産〉が全く意味をもたないわけではない。け
だし、法は、再建計画の認可決定があった場
合には、当該再建企業は、原則として全ての
一般債権について、その責任を免れるものと
していることから（会更 204条、民再 178条）、
これまでの企業活動に 1 つの区切りをつけ、
新たな体制を再構築することを正当化する
ためには、（上記（４）で述べた）破産配当
で得られるであろう利益が、債権者には最低
限保障されていなければならないからであ
る（清算価値保障原則）。そして、この最低
限の憲法上保障された（憲 29 条）最低限の
ベースを守るために、再建計画手続は、単な
る関係人自治に委ねるだけでなくて、裁判所
のコントロールが置かれている。 
 
（７）裁判上の企業再建手続は、倒産法ない
し包括執行法としての面を基層に持つが、そ
れは債権者に清算価値を保障する範囲にお
いてであり、清算価値を超える余剰を追求す
る局面においては、むしろ企業法としての色
彩をより強く持つ。もっとも、この倒産時の
企業法が、平時の企業法（会社法）の規律と
どのような関係に立つかは、今後のさらなる
検討を要する。 
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