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1．はじめに
本研究は、ウズベキスタン倒産法制度における債務者の法律行為の否認を検討するもの
である。本研究において、日本、ロシア及びウズベキスタン倒産法制度における法律行為
を比較し、ウズベキスタン倒産法制度への示唆を試みる。
倒産法は、ウズベキスタンの法制度では、比較的新しい法分野であり、1917 年のボリシ
ェヴィキ革命以前には、倒産法制度に関する資料が残されてない。1917 年から 1991 年まで
のソビエト時代は、ウズベキスタンにおいても計画主義の下で経済が運営され、非効率的
な企業であっても、国の援助を受けて、存在してきた。そのため、資本主義に基づく市場
経済の手段である、倒産法制度の必要性はなかったのである。
ウズベキスタン倒産法では、現在、経済裁判所において審理されている倒産事件の大部
分が、清算手続の適用によって処理されている。ほとんどの場合には、倒産手続が開始さ
れた債務者が財産を持っておらず、債権者の債権が弁済されないまま、手続が終了する。
その債務者が、最初から財産を持っていなかったわけではなく、倒産が明らかになった場
合、財産が即時処分され、多くの場合、責任財産として何も残されない。その結果、債務
者を信用した債権者が、損害を受けることになるのである。債務者の倒産手続開始前の財
産処分行為等を事後的に無効とさせ、債権者への弁済の元となる責任財産を倒産財団に返
還する手段は、否認権である。ウズベキスタン現行倒産法は、債務者の法律行為の否認を
定めているが、否認の対象行為、当該行為がなされた時期、否認権行使の効果、又その否
認権行使の手続に関する諸問題が残っているため、当該制度を効率よく適用できない状態
である。つまり、詐害行為については、否認対象行為の相手方が利害関係人に限定されて
いることと主観的要件等が定められていないこと、偏頗行為については、倒産手続開始前
の法律行為を否認できない等、否認権の基本的な問題が残っているため、倒産直前の法律
行為を否認できない状況となっている。本研究では、ロシア及び日本の倒産法制度におけ
る債務者の法律行為の否認の比較研究を行い、ウズベキスタン倒産法制度における否認権
行使の上述した諸問題の解決に試みたい。
本研究では、比較研究の対象として、ロシア及び日本の倒産法制度を取り上げた。比
較研究の対象としてロシアの倒産法制度を選んだ理由は、当該倒産法も、ウズベキスタン
倒産法とともに、CIS 諸国国会委員会のモデル倒産法に基づいて作られており1、基礎が同
様であるためである。したがって、基本的な概念や各倒産手続も類似しており、債務者の
法律行為の否認については、両国の倒産法実務を比較できる。しかも、2009 年 4 月 28 日付
第 7 第 3 号の「ロシア連邦一部法令を改正する連邦法律」
（以下では、2009 年改正倒産法と
いう）をもって、ロシアの倒産法における否認制度は、根本的に改正され、倒産手続開始
前の法律行為の否認、否認の対象、当該対象法律行為がなされた時期や否認の客観的及び
Витрянский В. Реформа законодательства Российской Федерации о банкротстве и защите
иностранных инвестиций // Банкротство: информационно-аналитический ресурс
(www.bankrot.by). http://www.bankrot.by/oa/246. 2013 年 5 月 30 日閲覧。
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主観的要件等が具体的に定められた2。2009 年の改正倒産法は、倒産手続開始前に行われた
債務者の一部の法律行為のみを限定的に否認してきた抽象的な制度をより詳しく規定し、
倒産財団を増加させるにあたって、強力な手段を定めた。その結果、倒産直前に行われた
詐害行為及び偏頗行為の否認が可能となった。2009 年改正倒産法制定までの否認制度は、
ウズベキスタン現行倒産法の定める否認制度と同様であった3ことから、当該制度の概要及
び実務の、ウズベキスタンにおける否認制度の概要及び実務との比較を行う。また、ウズ
ベキスタン倒産法制度における法律行為の否認の諸問題を解決するにあたって、2009 年改
正倒産法の定める新しい否認制度も参考になるため、比較対象としてのロシアの倒産法制
度は、重要な研究材料である。
もう一つの比較象として、本研究では、日本の倒産法制度における否認制度を取り上げ
る。日本は、100 年以上前から、倒産法制度を持っている。しかも、この倒産法制度は、資
本主義の下で発達してきたものであり、資本主義への体制移行を進めているロシア及びウ
ズベキスタン倒産法制度において、倒産手続における債権者の権利の保護とその他の参加
者の権利との調和の点で、参考になる。また、最も重要であるのが、日本の倒産法制度に
定められている否認制度である。日本の倒産法制度では、詐害行為及び偏頗行為の否認の
他に、対抗要件や執行行為の否認等も詳細に規定されている。倒産手続開始前の詐害行為
及び偏頗行為の否認を定め、その際、債権者の財産権と第三者の権利（取引の安全）を効
率よく調和している日本の倒産法制度は、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度の定め
る否認制度を発達させるにあたり、有益な参考となる。
上述したように、2009 年までウズベキスタン倒産法における否認制度と同様の制度を設
けていたロシアの倒産法は、その債務者の法律行為の否認制度を根本的に改正し、債権者
の権利の保護程度を向上させようとしている。ウズベキスタン共和国においても、市場経
済が段階的に発達してきているため、ロシアの倒産法の改正にならい、倒産法における否
認制度が改正される可能性が高い4。ただし、否認制度が改正されてからあまり時間が経っ
ていないこと、まだこの分野における実務や専門家の経験が浅いことがあり、ロシアの倒
産法の定める否認制度にもまだ解決されていない問題が残っている。そのため、本研究で
は、ロシアの倒産法制度を参考として、ウズベキスタン倒産法における法律行為の否認の
諸問題を明らかにし、ウズベキスタン倒産法の諸問題の解決策をはかる5ために、日本の倒
産法制度及び否認制度を比較対象とした。

2009 年改正倒産法が制定されるまで、債務者の法律行為の否認に関し、ロシア倒産法は、ウズベキスタ
ン倒産法と同様の規定を設けていたのである。その理由は、2002 年 10 月 26 日、ロシアの新倒産法が制定
され、同内容の改正が 2003 年 4 月 28 日付のウズベキスタン新倒産法においてもなされたことである。
3 Телюкина М. В. Основы конкурсного права // СПС «Консультант Плюс».
4 ウズベキスタン共和国の 1998 年倒産法は、
CIS 諸国国会委員会のモデル倒産法に基づいて制定された法
律であり、次の 2003 年倒産法は、新しく改正された 2002 年ロシア倒産法に基づいて制定されたものであ
る。
5 ロシア現行倒産法の定める否認制度の問題についても適宜検討する。
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本研究は、倒産手続における否認制度を検討するものであり、その否認の対象は、倒産
手続開始前に行なわれた債務者の法律行為である。ただし、最近行われている倒産法制度
の改正の特徴として、否認対象行為の範囲の拡張が挙げられる。日本の破産法の定める対
抗要件の否認や執行行為の否認、ロシアの倒産法制度の定める裁判所の決定に基づく執行
行為の否認等が新設された。これらの改正点等は、倒産法制度の発展において重要な役割
を担うが、否認権行使の基本対象である詐害行為や偏頗行為がきちんと整理されていない
状況下においては、二次的問題であると考えられる。そのため、本研究では、基本対象行
為の整備が必要であり、詐害行為や偏頗行為に絞ることにし、対抗要件の否認や執行行為
の否認など、否認の特別類型を検討しないことにした。
本研究で取り上げられた否認権の諸問題は、ウズベキスタンのこれからの取引関係にお
いて、重要な意味を持っており、その諸問題が解決されることは、ウズベキスタンにおけ
るビジネスの発達や企業間のにおける信用関係の強化につながると考えられる。上述の問
題の解決策を探るにあたって、同様の基礎を有するロシアの倒産法制度や 100 年以上の歴
史を持つ日本の倒産法制度が参考になり、より充実した解決策が図られると思われる。
本橋における各章の構成や分析の進み方は以下のようになる。
第 2 章では、まず、ウズベキスタン法制度における倒産法の制定過程とウズベキスタン
の法制度全体における地位や役割を分析し、その歴史や今までの経緯について説明する。
次に、倒産手続に係わる機関等について紹介し、倒産事件を解決するにあたって、各機関
の権能や役割について述べる。続いて、債務者の法律行為の倒産手続における否認につい
て分析し、当該制度の概要や目的について考察する。ウズベキスタン倒産法の定める否認
制度においては、民法の定める法律行為の無効に関する諸規定をも適用することができる
ため、まず民法の規定に基づく法律行為の無効認定について述べ、次に、倒産法の定める
否認の特別事由について検討していく。否認の特別事由について検討するとき、まず、否
認の対象行為の類型、その行為のなされた時期、債務者やその相手方の主観、否認の効果
等の実体法的事項の分析を行った後、否認行使の手続に関する諸事項を考察する。最後に、
小括としてウズベキスタン倒産法制度と否認制度の概要及び諸問題をまとめ、ウズベキス
タン倒産法の元となったモデル倒産法に基づいて制定されているロシアの倒産法制度及び
その定める否認制度の検討に移る。
第 3 章では、ロシアの倒産法制度の概要を紹介し、現行倒産法に至るまでの経緯につい
て検討する。また、倒産法制度の定める各倒産手続の概要や倒産事件の解決に係わる機関
等についても触れておく。次に、倒産法の定める否認制度を紹介し、2009 年のロシアにお
ける倒産法改正前の否認制度と改正後の制度を、それぞれ考察していく。ロシアの倒産法
は、その特徴として、倒産手続内で実施される否認制度において、民法の定める法律行為
の無効制度をも適用できることを規定している。そのため、本橋では、民法の法律行為の
無効を定める当該規定について検討し、その後、倒産法の定める否認の特別事由について
分析を行う。ただし、否認の特別事由について、2009 年改正前の倒産法が定める事由と改
6

正後の事由は異なるため、これについては順に説明していく。2009 年改正倒産法は、否認
の効果についても、重要な改正を導入しているため、2009 年改正前及びその後の否認の効
果について分析し、否認対象行為の当事者である債務者及び第三者の権利の保護が如何に
変化したのかを明らかにする。次に、否認権行使の手続的事項等の分析を行い、最後に、
小括としてロシアの倒産法の概要及びその否認制度の分析をまとめる。
第 4 章においては、日本の倒産法制度及びこれの定める否認制度について検討する。本
橋では、日本の倒産法制度についての概要を説明した後、否認制度について述べる。ここ
では、否認制度の法的性質、民法の定める詐害行為取消権との関係や否認制度に関して行
なわれた最近の改正作業の内容の分析を行った上で、否認権行使の一般的要件及び個別的
要件の検討に進む。日本の倒産法における否認の一般的要件は、否認対象行為全体に共通
するものであるが、その個別的要件は、各対象行為については異なるので、当該個別的要
件等の分析を行う際、詐害行為、偏頗行為及び無償行為の個別的要件を別々に検討する必
要がある。上述したロシアの倒産法制度で取り上げたように、否認の効果及び否認権行使
の手続的事項について検討を行う。最後に、小括として倒産法制度全体の概要と否認制度
の分析結果をまとめ、各国倒産法制度全体及びその否認制度の比較に移る。
第 5 章では、これまでに分析してきたウズベキスタン、ロシア、日本という三カ国の倒
産法制度及びその定める否認制度の比較を行い、ウズベキスタン倒産法制度における諸問
題解決への示唆を試みる。本章では、各倒産法制度の一般的枠組みを比較し、各国におけ
る倒産法制度の役割、その目的について比較分析を行う。次に、否認制度の比較に入り、
各否認対象行為の分析については、その行為のなされた時期や債務者及び第三者の主観的
要件等について、順に考察していく。その後、各制度における否認の効果と否認権行使の
手続的事項の比較を行い、ウズベキスタン倒産法への示唆に移る。示唆の対象は、主にウ
ズベキスタン倒産法であるが、ロシアの倒産法制度の一定の箇所についても、適宜指摘し
ていく。ウズベキスタン倒産法への示唆を行う際、倒産法の一般的な規定を含め、否認の
対象行為、否認対象行為の時期、否認権を行使する際の債務者及び第三者の権利保護やそ
の行使の手続的事項について、個別的に解決策を検討する。
最後に、第 6 章の「終わりに」では、本研究を全体的にまとめ、ウズベキスタン倒産法
における否認制度のこれからの傾向について論述する。また、否認制度の本研究で取り上
げなかった課題について述べ、これからの研究の課題を設定し、本研究を終了する。
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2．ウズベキスタン倒産法の概要及び否認制度
2.1．ウズベキスタン倒産法制度の紹介
ウズベキスタン倒産法は、1994 年に制定され、1998 及び 2003 年に大改正を行い、現在、
全 12 章 192 の条文からなっている。最初の倒産法は、条文数も大変少なく、全部で 35 条
しかなかった。1998 年 8 月 28 日に「倒産法の変更・追加に関する法律」が配布され、条文
数も 35 条から 133 条に増えた6。倒産事件の審理手続がより詳しく規定され、また、「外部
管財手続」という新しい制度が導入され、債権者の権利の範囲が拡大した。1998 年倒産法
改正の最も重要な点は、倒産兆候（倒産手続開始原因）が「債務超過7」から「債務不履行8」
に改正されたことである。
2003 年 4 月 24 日の次の倒産法の改正では、中立型手続の「監視手続」及び再建型手続の
「裁判上再生支援手続」が導入されるとともに、倒産手続において、重要なキーマンであ
る管財人制度が設けられた。また、管財人の専門性の向上・維持を図り、その利益を保護
することを目的とする管財人の職業団体の設立が規定された。2003 年 4 月 24 日付の改正を
もって以上の新しい制度が倒産法に導入され、現在に至っている。
2.1.1．ウズベキスタン倒産法の歴史
ウズベキスタン倒産法は、日本の倒産制度のように 19 世紀後半から段階的に発達してき
たわけではない。20 世紀の初めまで、ウズベキスタンの領域には、3 つの帝国が存在し、
商売や取引に関する紛争は、イスラム教のシャリーア法に基づいて解決されてきたのであ
る。ロシア帝国の占領によって、司法制度の概念が入ってきたが、1917 年のボリシェヴィ
キ革命により、帝国時代が終結し、社会主義の概念が普及し始めたのである。その結果、
ウズベキスタンもソビエト社会主義共和国連邦（以下では、ソ連邦という）の一部となり、
その後約 70 年間、社会主義体制下におかれた。ソビエト時代には、社会主義に基づく計画
経済体制の下で国の経済政策が運営されていたため、法制度上「倒産法制」は本格的に存
在しなかった。
1991 年のソ連崩壊と同時に、ソ連邦の構成国の多くが主権国家として独立した。そこで、
独立国家共同体（Commonwealth of Independent States, 以下では CIS 諸国）諸国間の商
業法令の統一を図ることを目的として、1992 年に CIS 諸国国会間委員会が設置された。こ
の委員会は、これまで、民法、税法、土地法といった基幹法令を含む 220 ものモデル法を
策定し、CIS 諸国に提案している。モデル法の策定に際しては、ヨーロッパ法令を基礎とし

6
7
8

Закон РУз «О банкротстве» (в ред. 1998). – Т.: Узбекистон, 1998. С. 43.
債務超過は、債務者の全負債額が、その全財産額より上回っている状況である。
債務不履行は、財産との関係なく、一定の期間内、債務者により債務が弁済されていない状況である。
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ていることが明言されている。倒産法制度に関しては、1997 年 12 月に倒産法9、1997 年及
び 2005 年 11 月10に金融機関倒産法のモデル法が制定されている。1997 年に立案された倒産
法は、全 176 条からなり、一つの法律の中に、清算型手続と再建型手続のいずれをも規定
している。
CIS 諸国の倒産法の制定状況をみると、独立直後に最初の法律が制定された後、1997 年
又は 1998 年に新法が採択されている。ロシア（1998 年 3 月）とウズベキスタン（1998 年 8
月）も、この時期にモデル法を参考にして倒産法を制定した。さらに、ロシアが 2002 年 10
月に改正したのに続いて、ウズベキスタン（2003 年 4 月）も新倒産法を制定しており、し
かも、この両国倒産法の改正内容は酷似している1112。ウズベキスタン 2003 年倒産法は、
TACIS13等がその改正を支援したといっても、条文をみる限り、ロシア 2002 年倒産法に基づ
いて制定されたといえる。産事件を管轄する国家機関（当時の非独占化及び競争・企業活
動支援国家委員会）の清算企業部長の Pulatov は｢ウズベキスタン倒産法制度がロシアの倒
産法制度に基づいて制定された｣と述べている14。このように、ウズベキスタンとロシアの
倒産制度の構造は同一であり、条文の配列や文言は、一部削除、書き直しはあるものの、
ほぼ同じである。香川（2007）には、ウズベキスタンの 2003 年の改正はロシアの倒産法の
2002 年改正を受けて行われたものだと、立法担当者が説明している15ことが述べられている。
ロシア及びウズベキスタン倒産法では、両者の構造がほぼ同様であることは、ウズベキス
タンが旧ソ連邦に属していた経緯により、独立後もロシアの法政がウズベキスタンに強い
影響力を及ぼしていること、また、旧ソ連崩壊後、市場経済体制への移行を図っているウ
ズベキスタンが、先行して市場経済化促進のための法整備を行ったロシアを後追いする形
で、ロシアの法政を参考にしていることに起因すると思われる。このように、ロシアの倒
産法及びウズベキスタン倒産法の構造、また条文の趣旨が同様であるため、以下、ロシア
の倒産実務の事例なども参考にしつつ、ウズベキスタン倒産法の定める否認制度の分析を
行う。
2.1.2．ウズベキスタン倒産法注釈書作成プロジェクト

http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=71&nid=1。2010 年 3 月 10 日閲覧。
http://www.iacis.ru/html/?id=22&pag=52&nid=1。2010 年 3 月 10 日閲覧。
11 カザフスタンとキルギス共和国については、カザフスタン 1997 年 1 月、キルギス共和国 1997 年 9 月
に新倒産法を制定後、独自に改正を重ね現在に至っている。
12 松島希会「ロシア・中央アジア諸国における倒産法制」
（ICD NEWS 第 3 第 4 号、2008 年 8 月）91
頁。
13 TACIS のプログラムは、市場経済への移行を促進し、東欧と中央アジアのパートナーの状態における法
の支配民主主義を強化することを目的として設立された欧州共同体のプロジェクトである。
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/eastern_eur
ope_and_central_asia/r17003_en.htm。2010 年 2 月 21 日閲覧。
http://www.welcomeurope.com/default.asp?id=1110&idpgm=11088。2010 年 3 月 5 日閲覧。
14 Санаева Т. Мы любим долгосрочные отношения // Деловой партнер. N 7 (672). Феврал, 2007 г.
С. 8.
15 香川孝三・金子由芳 『法整備支援論―制度構築の国際協力入門―』
（ミネルヴァ書房、2007 年）135 頁。
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ウズベキスタン共和国は、ソ連邦から独立するまでの約 70 年間、計画経済体制下にあっ
たため、市場経済体制への移行に際し、円滑かつ安全な経済取引を促進する法制度を整備
する必要に迫られた。そのため、自らの法制度への支援の協力が必要であると考え、協力
相手として日本に声をかけたのである。
当時、ウズベキスタンでは、倒産法を解説した本格的な参考書が作成されていなかった
ことから、実務における倒産法の運用が統一化されておらず、企業の再建手続が適切に選
択されないなどの問題が生じていた16。2003 年に大幅に改正された倒産法は、監視手続や裁
判上の再生支援手続等の新しい制度が導入され、また、管財人制度の整備等が行われ、制
度として整理された。しかし、施行されて間もないこと、急速に立法作業が行われたため
に法文の文言が整っていないこと、倒産法実務家のため参考になる教材がないことから、
倒産法制度は実務において十分に定着せず、適切な倒産手続が選択されない、債務者及び
債権者等の利害関係人の利益が必ずしも十分に守られていないなどの問題を抱えていた17。
こ の 状況 下、 ウズ ベキス タ ンか ら独 立行 政法人 国 際協 力機 構（ Japan International
Cooperation Agency, 以下では、JICA という）に対し、倒産法制度の整備及び倒産実務の
充実と発展を図るため、ウズベキスタン最高経済裁判所が発刊の予定をしていた倒産法注
釈書の作成の支援の要請がされたのである。
ウズベキスタン倒産法注釈書作成プロジェクトは、ウズベキスタン最高経済裁判所をカ
ウンターパートとし、JICA により実施された技術協力プロジェクトである。このプロジェ
クトの目標は、倒産制度の運用の統一化及び効率化であり、2003 年倒産法に基づく適正な
運用を関係者に周知させるための注釈書を作成することであった。
このプロジェクトの活動内容は、大きく 2 つの段階に分けられる。つまり、本注釈書の
草案を完成させ、発刊する「作成活動」と、当該注釈書の周知を促す施策を講じる「普及」
活動である。プロジェクト実施期間は、2005 年の 8 月から 2007 年の 9 月までであった。た
だし、注釈書の作成作業自体は、2004 年の 7 月に、JICA とウズベキスタン最高経済裁判所
の間で、ウズベキスタン倒産法に関する包括的な書籍として「注釈書」の作成を目的とす
るプロジェクトを発足させることについての協議議事録を締結したことをもって始まって
いる。伊藤（2008）によると、倒産法注釈書作成に関する協議議事録では、1 年目（2004
年）に倒産法の第 1 章から第 4 章までと、第 7 章の草案、2 年目（2005 年）にその他の章
の草案を作成し、3 年目（2006 年）にそれまでに作成した草案の推敲を行うこととされて
いた18。結局、ウズベキスタンと日本の専門家からなるワーキンググループの 3 年間にわた
る努力の結果として、2007 年 3 月に倒産法注釈書のロシア語版、2007 年 9 月にウズベク語
版と日本語版、2008 年 3 月に英語版が発刊された。
松永榮治（法務省法務総合研究所長）（ICD NEWS 第 3 第 2 号、2007 年）2007 年 9 月 3 日に日本法
務省法務総合研究所国際協力部で開催された公開セミナーにおけるスピーチ。
17 伊藤隆
「ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクトの紹介」(ICD NEWS 第 2 第 4 号 2005 年）
3 頁。
18 伊藤隆「ウズベキスタン倒産法注釈プロジェクト―プロジェクトの実施概要・評価と注釈書作成作業を
通じて判明した法制的問題点―」（ICD NEWS 第 3 第 4 号、2008 年）6 頁。
16
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しかし、プロジェクトの実施上、幾つかの問題が生じたため、倒産法注釈書は日本のワ
ーキンググループが期待していたレベルに達しなかったと考えられる。その問題の一つは、
注釈書の内容のレベルについてのウズベキスタン側と日本側の見解の相違である。日本側
ワーキンググループの一般的な注釈書についての見解は、単なる条文の引き写しに過ぎな
い解釈にとどまらずに、各条文の立法趣旨、各条文から派生する条文の解釈や、各条文に
関連する実務の取り扱いなどが記載されていること、各条文の文言から読み取れないよう
な解釈が記載されていないこと、注釈書に記載された解釈同士が矛盾しないこと等の要件
を満たす注釈書であった。しかし、ウズベキスタンワーキンググループが作成した草案は、
これらの要件を満たしておらず、法制度上の問題を多く抱えていることが判明した。しか
し、これらの問題に対する作成担当者の反応は、
「これ以上の改正の必要はない」というも
のであり、不十分な点が残されてしまう結果となった。
また、倒産法注釈書の草案を作成するウズベキスタンワーキンググループのメンバーは、
経済裁判所の裁判官及び倒産事件を管轄する国家機関の職員に限られ、実際に倒産手続を
実施する管財人が入っていなかった点も指摘されている。この点については、ウズベキス
タンワーキンググループの責任者であるアジモフ自身、2007 年 7 月のプロジェクト終了時
評価現地調査団の派遣期間中に実施されたインタビュ―において、ウズベキスタンでは管
財人制度は 2003 年改正の倒産法において本格的に導入されたばかりであることから、管財
人は本注釈書を執筆する｢即戦力｣とはなり得ず、倒産実務の経験が豊富な経済裁判所の裁
判官や非独占化委員会の職員を中心にしてワーキンググループを構成したと述べている。
このように、ウズベキスタン側ワーキンググループが作成した注釈書の草案には、説明
内容の表現が抽象的なものが多く、具体的な条文の解釈が展開されていない例が多く見ら
れたことも特徴であった19。
2.1.3．倒産手続に係わる機関等

1）経済裁判所

本節では、倒産法の各手続の紹介に入る前に、倒産事件の審理に係わる機関等について
紹介し、まず、倒産事件の管轄権を有する経済裁判所について述べる。
ロシア、ウズベキスタン、タジキスタンでは、最高裁判所を頂点とする通常裁判所の他
に、法人間の事件や経済紛争を処理する独立の裁判所がある。それは、ウズベキスタンで
は経済裁判所と称されている20。ウズベキスタン経済裁判所には倒産事件専門の部はなく、
伊藤隆・前掲書 19 頁。
経済裁判所は、経済分野で発生する紛争や倒産事件を取り扱う裁判所である。1991 年にソ連が解体し、
ウズベキスタンが独立した直後、企業の経済活動の紛争は行政機関である国家仲裁委員会が担当していた。
その後、国家仲裁委員会は司法機関である「仲裁裁判所」に改編されたが、1992 年に制定された新憲法で

19

20
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倒産事件を専属で担当する裁判官はいないが、最高経済裁判所とタシケント州経済裁判所
では、倒産事件を専属で担当する裁判官がいる。また、最高経済裁判所では、総会におい
て法令の適用上の問題を解決する決議をとることがあり、倒産法に関する決議等は、倒産
法及び下位法令と同等に重要性を有している。
表1

経済裁判所の構成

最高経済裁判所
カラカルパクスタン

州経済裁判所

共和国経済裁判所

（12 箇所）

タシケント市経済裁判所

経済裁判所の事物管轄は、経済訴訟法典第 23 条によると、次のとおりである21。
1) 法人間、法人を登録せずに、企業活動を行い、かつ、法律に定める手続により個
人起業家の地位を取得した市民と法人間または市民間の経済領域における民事上、
行政上その他の権利関係から発生する紛争事件
2) 法人及び市民の経済用意機における権利の発生、変更または消滅に意味のある事
実の確定に関する事件
3) 法人及び市民の破産に関する事件。
同法第 24 条条によると、契約条件の変更または契約の破棄についての事件、所有権の承
認に関する事件、債務の不履行またはその不適切な不履行に関する事件等も経済裁判所に
より解決されると規定されており、通常裁判所の事物管轄と重なるところが多いことが気
づく。つまり、通常裁判所と経済裁判所との事物管轄の分け方が曖昧である。そこで、経
済裁判所の事物管轄が次のように解説されている22。
1) 紛争の当事者が法人と個人起業者の地を有する市民である一般民事事件は、経済
裁判所の管轄に属する。
2) 家事事件のように、親族関係から発生した紛争は、通常裁判所の管轄に属する。
3) 紛争の当事者の一方または双方が個人企業家の地を有しない市民である民事事件
は、通常裁判所の管轄に属する。
4) 複数の当事者いる場合に、その中に一人でも個人企業家の地位を有しない市民が
含まれている事件も、通常裁判所の管轄に属するのである。

は、名称が「仲裁裁判所」から「経済裁判所」に変更された。なお、カザフスタンやキルギス共和国にお
いては、経済事件を管轄する裁判所と通常裁判所が分かれておらず、唯一の最高裁判所の下で運営する下
級裁判所の特定部門が経済事件を管轄するのである。
21 香取潤『ウズベキスタン共和国経済訴訟法典（仮訳）
』
（ICD NEWS 第 1 第 5 号、2004 年 5 月）
。
22 以下の記述は、杉浦一孝教授が 2001 年 9 月の訪問時にウズベキスタン最高経済裁判所から得た回答に
よるものである。
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上述のように、経済裁判所と通常裁判所間の事物管轄は、当事者を軸として分担されて
いることがわかる。当事者がともに法人である事件は、経済裁判所の事物管轄に属するこ
とに違いないが、市民が個人企業家の登録をしているか否かによって、その当事者として
参加する事件を管轄する裁判所が異なってくるのである。つまり、紛争の当事者である市
民が、個人企業家の登録をしているのであれば、経済裁判所の管轄になり、登録していな
い市民であれば、通常裁判所の管轄になるのである（複数の当事者の少なくとも一人が登
録していない市民である場合にも同様である）
。
経済訴訟法典第 23 条第 1 項第 3 号が規制しているように、法人及び市民の破産に関する
事件は、経済裁判所の管轄に属するが、ここで言われている「市民」は、個人企業家の登
録をしている市民のことを示している。ウズベキスタン倒産法は、自然人の倒産を定めて
いないため23、同条第 1 項第 3 号は、個人企業家の破産事件の管轄を規定したものである。

2）倒産事件を管轄する国家機関

ウズベキスタン倒産法制度においては、倒産事件に関する機関として、倒産事件を管轄
する国家機関が、経済裁判所の他に設置されている。この「倒産事件を管轄する国家機関」
とは、｢非独占化及び競争強化国家委員会」のことを指す24。当該委員会は、従前は「企業
倒産委員会」という行政機関であったが、2005 年のウズベキスタンにおける行政機関の組
織改善に伴い、
「非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会」に名称が変更した。この倒
産事件を管轄する国家機関には、倒産手続に関し、重要な権限が与えられている。つまり、
当該機関は、定款に国家の持分が含まれている企業については、支払能力のない企業、経
済不振の企業又は経済的に破綻している企業を明らかにするため、財務状況の観察（モニ
タリング）を行い、国家の持分が含まれている企業、又は、ウズベキスタン共和国に対し
金銭債務を負う企業については、倒産原因が発生している場合、経済裁判所に対し、倒産
事件の開始を申し立てる25。また、その倒産手続が開始された、定款資本に国家の持分が含
まれている企業については、裁判上再生支援計画及び外部管財計画をまとめ、その実施を
監督する。

M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法 注釈書（日本語訳）
』
（Yangi asr avlodi、2007 年）
1 頁。
24 この委員会の名称は、2009 年の改正をもって、
「非独占化及び競争・企業活動支援委員会」から「非独
占化及び企業支援国家委員会」に変更された。更に、2012 年に、ウズベキスタン大統領命令に基づき、当
該機関の名称が｢民営化・非独占化及び競争強化国会委員会」に変更された。http://www.antimon.uz/. 2013
年 6 月 25 日閲覧。
25 倒産事件を管轄する国家機関が申立権を有するのは、国家の持分が含まれている企業に限らず、民間企
業に対する申立権も含めている。統計によると、2008 年前半に、倒産事件を管轄する国家機関及びその地
方事務所により倒産手続の開始申立数が 23 件であり、国家の持分が含まれている企業に対する申立ては、
その中の 7 件のみである。
23
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倒産事件を管轄する国家機関のもう一つの特徴は、管財人に対する権限である。当該機
関は、管財人の資格審査を行い、管財人の統一登録簿を作成する。国家持分の有無を問わ
ず、一時管財人、再生支援管財人、外部管財人、清算管財人の候補者を推薦し、国家持分
が含まれている企業については、裁判上再生支援及び外部管財手続を申し立てる権利を有
する。また、その管財人の活動を法令に従い監督し、管財人の活動に度重なる又は一度の
重大な法令違反が判明した場合、経済裁判所に対し、当該管財人の解任を申し立てる26申し
立てることができる。
以上のように、当該機関が、国家の持分が含まれている企業その他の民間企業に対する
財務調査権、その企業の倒産手続の監督権の他に、管財人の資格審査権及びその管財人活
動の監督権をも有するのは、未だ倒産法分野において国家の介入が多いことを示している。

3）管財人の職業団体

管財人の職業団体は、管財人が任意で加入する非政府、非営利団体であり、2003 年の倒
産法改正にあたって導入された新しい制度である。当該職業団体は、管財人の専門性の向
上及び維持並びにその利益の保護を促進するという使命を有し、その目的に従い、次のよ
うな業務を行う。
1) 管財人の養成プログラムを作成し、倒産事件を管轄する国家機関に提出し、承認
を得る。そのプログラムに基づき、構成員に対する研修を実施し、専門性を向上
させる。
2) 構成員の管財人の活動を分析する（第 20 条）
。
条文上は、明示されていないが、職業団体は、管財人による法令違反が判明した場合、
その管財人の責任について提案し、迅速に対応しなければならないと解釈されている。ま
た、職業団体の権限には、管財人の情報データベースの管理も含まれるべきであるとされ
ている27。
現在、倒産事件を管轄する国家機関の権限の一部（管財人候補者の資格審査、管財人の
選任及びその活動の監督など）が管財人の職業団体に委託する趣旨の提案が議論されてい
る28。現在、当該管財人の職業団体は、新しい制度であるが、今後この団体の活動及び機能

26

度重なるまたは一度の重大な法令違反が判明した場合以外にも管財人の解任を申し立てることができ
る。たとえば、倒産事件を管轄する国家機関の決定を、判明した法令違反を除去するために定められた期
間内に執行しなかった場合や、管財人の作為（不作為）により債務者及び債権者に損害を与えた場合であ
る。2006 年 5 月 15 日付ウズベキスタン共和国国家非独占化及び競争・企業活動支援委員会令第 1 号｢管財
人資格審査委員会規則｣第 3 第 5 項。
27 M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法
注釈書（日本語訳）
』
（Yangi asr avlodi、2007 年）
34 頁。
28 А.Максудов. Статус судебного управляющего.ウズベキスタン倒産法注釈書作成プロジェクトの実施
にあたり、フェルガナ州経済裁判所の裁判官である А.Максудов により作成された資料である。
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の範囲が拡大され、管財人の利益の保護及び公正かつ迅速な倒産手続の処理に資する組織
になると期待されている。
2.1.4．各倒産手続の概要
倒産法の適用範囲は、公的基金で運用されている組織、政党や宗教団体以外の法人に適
用される。倒産法の対象については、法人及び個人企業家が倒産手続の対象とされ、一般
の消費者の破産（自然人の破産）は認められていない。つまり、倒産法は、事業を行って
いる法人または個人企業家の破産のみを倒産事件として扱う商人破産主義を原則としてい
る。
倒産事件は、申立権者が債務者を倒産者として認定することを求めて、経済裁判所へ申
立てをすることにより始まる。この申立てでは、債務者が必ずしも清算されるということ
ではなく、倒産事件の開始のための中立的な（再建か清算とは関係ない）申立てである29。
申立権者は、債務者、債権者、倒産事件を管轄する国家機関、検察官である。税金のよう
な義務的支払債権等がある場合に、税務当局も申立権を有する（倒産法第 6 条）
。上述のよ
うに、申立ては、債務者の倒産認定を求める形でされるが、経済裁判所により倒産が認め
られた場合、債務者が清算される。申立てをする時点では、再建型手続の開始を申し立て
ることができない。日本の倒産法制度のように、申し立てる側が、特定の倒産手続を選択
して、申し立てる制度になっていないのである。裁判所は、5 日以内に申立てを検討し、受
理するか否かを決定する30。申立てが受理されると、倒産事件が開始され、裁判所が事件を
審理する期日を、申立受理時点から 3 ヶ月の範囲内で指定する。
倒産事件の開始事由は、｢支払不能｣であり、
「債務超過」は倒産原因として定められてい
ない31。債務者の倒産原因は、債務者が金銭債務及び（又は）義務的支払債務32を、弁済期
から 3 ヶ月以内に弁済していない場合に、認められる（第 4 条）
。法人債務者の倒産認定が
申し立てられる場合、その金銭債務及び（又は）義務的支払債務の額が、最低賃金月額の
500 倍以上でなければならない33。2013 年の 5 月 30 日時点では、倒産手続開始に必要な最
低債権額は 36177500 スム（最低賃金額の 500 倍、約 17380 米ドル）である。

29

日本、カザフスタン及びキルギズでは、申立権者が、清算手続か再建手続か指定して申立てを提出し、
裁判所が判断を下すのである。
30 ウズベキスタン倒産法第 45 条。
31 2013 年 5 月 30 日時点では、1 米ドルは 2081.59 スムである。http://www.cbu.uz/uz/．(2013 年 5 月 30
日閲覧). 2013 年 5 月 30 日時点では、ウズベキスタン共和国における最低賃金は 72355 スム（約 35 米ド
ル）である。http://legal-force.uz/ustanovlennye-razmery--minimalnoy-z。2013 年 5 月 30 日閲覧。
32 税金、手数料及び国家予算または特定目的国家基金に組み入れられるその他の義務的支払金（第 3 条 6
項）
。義務的支払債務に公法的性質を有する全ての支払義務が含まれており、税金、手数料、保険料等の納
付金、国家予算及び予算国家基金（年金基金、道路基金等）に組み入れられるべきその他の支払を総称し
たものである。
33 個人企業者の倒産につき、手続開始に必要な最低債権額は、最低賃金額の 30 倍以上でなければならな
い。
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倒産手続開始原因は、現行法に至るまで、数回変更されてきた。1994 年倒産法において、
倒産手続開始原因は、支払不能と債務超過であった。この場合、法人及び個人企業家の倒
産が区別されておらず、どちらの事例に対しても上述の要件が適用されていた。1998 年倒
産法は、法人及び個人企業家の倒産を別々に規定し、それぞれに対する倒産手続開始原因
も改正された。法人については、支払不能状態のみが手続開始原因とされ、債務超過が廃
止された。この場合、金銭債権及び（又は）義務的支払債権が、その弁済期が到来してか
ら 6 ヶ月以上経過しても弁済されていない場合、債務者が支払不能状態にあるとして、倒
産兆候が認められたのである。一方、個人企業家については、倒産手続開始原因として、
支払不能も債務超過も倒産手続開始原因として残された。個人企業家が金銭債権及び（又
は）義務的支払債権を、その弁済期が到来してから 3 ヶ月以上経過しても弁済しておらず、
その総債権額が債務者の総資産を上回る場合に、債務者が支払不能状態にあるとして、倒
産兆候が認められたのである。
2003 年倒産法では、手続開始原因として、法人及び個人企業家に対しても支払不能を定
められた。債務者が、弁済期が到来してから 3 ヶ月以上経過しても、その金銭債権及び（又
は）義務的支払債権を弁済できない場合、支払不能状態が推測され、倒産手続が開始され
る。2003 年倒産法では、倒産手続開始原因が「債務超過及び支払不能」から「支払不能」
に限定された理由として、倒産手続の容易な開始が可能となり、経済危機に陥った債務者
がより早く再建できることが挙げられている。しかし、その反面、3 ヶ月間の支払不能が発
生したことだけで、大企業に対してであっても、倒産手続が開始され、結局、当該企業が
清算されるというおそれがある。｢一定の債権額（最低賃金額の 500 倍以上の債権額）を一
定の期間内（弁済期が到来してから 3 ヶ月以内）に弁済できない｣ということは｢支払停止｣
状態であり、支払不能を推定させるものである。経済裁判所は、倒産手続開始を決定する
際、｢3 ヶ月間の支払不能状態｣ではなく、実際の支払不能状態があることを確定しなければ
ならない34。ただし、ウズベキスタン倒産法における「支払不能」の概念は、日本の倒産法
制度の定める概念と異なる。日本の破産法の定める支払不能は「弁済能力を欠くために、
弁済期が到来した債務を一般的・継続的に弁済することができないと判断される客観的な
状態」であり、法人債務者に対し、支払不能とともに債務超過が破産手続開始原因とされ
ている。このような要件下では、倒産手続にかかる費用はもちろん、国の経済を支える大
企業が、悪意の債権者や経営機関の害意の犠牲になってしまう可能性がある35。この問題は、

Лопаева Н. В. Правовые последствия признания юридического лица банкротом. Дис. ... канд.
юрид. наук. – Ташкент, 2006 г. С. 17.
35 ロパエワは、倒産手続開始に必要な最低債権額を定めていなかったウズベキスタンの 1998 年倒産法に
対し、この問題を指摘したが、2003 年倒産法は最低賃金の 500 倍の債権額を定めているため、問題が解決
されたと述べている。Лопаева Н. В. Правовые последствия признания юридического лица
банкротом. Дис. . канд. юрид. наук. – Ташкент, 2006 г. С. 19．ただし、最低賃金の 500 倍以上の債
権額を有する者が一人の債権者である必要がなく、複数の債権者の債権額が最低債権額に達していれば、
倒産手続の開始を請求できることを考えると、問題が未だ解決されていないことが分かる。
34
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ロシアの倒産法が定める倒産手続開始原因に関しても指摘されているため36、債務者の事業
の規模を考慮に入れながら「倒産手続開始原因」の概念を改正すべきであると考えられる。
本稿では、ウズベキスタン共和国における、法人に対する倒産制度の概要を紹介する。
ウズベキスタンの倒産法制度は、倒産の申立てに基づく審理において、債権者集会の意見
を聴取したうえで再建又は清算の可否を決定するスキームの単一化された制度である。再
建型手続として、裁判上再生支援手続 (суд санацияси) 及び外部管財手続
「ташқи бошқарув」 がある。清算手続 「тугатиш таомили」 は
債務者の清算を目的としている。倒産手続開始申立てが経済裁判所によって受理されてか
ら、上述のいずれかの手続が開始されるまでの間、財産の保全、債権の調査・確定、債権
者集会の運営等を目的とする監視手続 「кузатув」 が実施される。また、各手続
を管理する裁判所管財人制度「суд бошқарувчиси」があり、商人破産主義
のもとで個人企業家37と法人企業の倒産手続を分けて定めている。
倒産法では、経済裁判所が倒産事件の実施のために任命する者を「管財人」と称してい
る。そして、倒産法が規定する具体的倒産手続の名称に合わせて、監視手続に係る管財人
を「一時管財人、муваққат бошқарувчи」、裁判上再生支援手続に係る管財
人を「再生支援管財人、санация бошқарувчиси」
、外部管財手続に係る
管財人を「外部管財人、ташқи бошқарувчи」、清算手続を担当する管財人を
「清算管財人、тугатиш бошқарувчиси」と称している。なお、同一の
債務者の倒産手続において一時管財人に任命された管財人は、次々に再生支援管財人、外
部管財人また清算管財人にも就任することができるとされている。
倒産手続のもう一つのな参加者は、債権者で、債務者が金銭債務及び（または）義務的
支払債務を負う相手方（法人又は自然人）である38。経済裁判所が倒産手続開始申立を受理
した時から、債権者は、債務者に対してその債権の個別的な請求をすることができない（倒
産法第 10 条）。また、債権者集会において、議決権を行使することができ、債務者に対し
て適用されるそれぞれの倒産手続の選択に直接参加する。倒産法の定める「債権者」の概
念は、民法の定める概念と異なるものである。民法上の債権者は、債務者に対して、一定
の行為の遂行を請求する権利を有するものであるが、倒産法における債権者は、その金銭
債権が債権登録簿に記載され、倒産法の定める方法及び順位で、その弁済を受けるもので

Радыгин А. Д., Симачев Ю. В. Институт банкротства в России: Особенности эволюции,
проблемы и преспективы // Российской журнал менежмента. Том 3, N 2, 2005. С. 48.
37 個人企業家とは、法人を設立せずに、事業活動を行う自然人である（ТАДБИРКОРЛИК ФАОЛИЯТИ
ЭРКИНЛИГИНИНГ КАФОЛАТЛАРИ ТЎҒРИСИДАГИ ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ
ҚОНУНИ、事業活動の自由についての法律第 6 条、2000 年 5 月 25 日）
。
38 ウズベキスタン共和国倒産法（2003 年 4 月 24 日制定）
。ただし、債権者の範囲から、債務者に対し生
命・健康侵害の損害賠償請求権を有する個人及び法人債務者に参加したことに基づき当該法人に対し債権
を有する発起人（社員）は除かれている。
36
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ある。つまり、倒産法の場合、債権者の範囲が金銭債権者に限定され、非金銭債権者39が債
権者の範囲に含まれておらず、その非金銭債権も債権登録簿に記載されない。当該非金銭
債権者は、その請求権を倒産手続外で行使できる。しかし、問題は、倒産手続外の訴訟手
続において勝訴判決をもらっても、執行できないことである。ウズベキスタン倒産法第 63
条第 1 項第 1 号は、監視手続の効果として、その監視手続開始後の債務者の財産に対して
強制執行を有する執行文書の執行を停止している40。その結果、非金銭債権の執行文書を有
する債権者は、倒産債権者として債権登録簿に記載されず、倒産手続外でも、その勝訴判
決を執行することできない。同様の問題がロシアの倒産法にても主張されている41。今後、
ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度は、非金銭債権者がその非金銭債権の弁済を、倒
産手続内において請求できる機会を設けなければならないと考えられる。
以下に、第 134 条の定める債権弁済順位を紹介する。
1) 裁判費用、裁判所任命管財人の報酬、日常の公共料金及び運転資金、並びに、債
務者の財産の保険に関する費用は、債権弁済順位外で弁済される。この場合、倒
産手続開始後に発生した債務者に対する請求権、上述の生命・健康侵害に関する
損害賠償請求権等も、順位外で弁済される。
2) 第 1 順位で弁済されるのは、支払文書（執行文書）を有する義務的支払債権及び
金銭交付を定める支払文書（執行文書）を有する給付支払債権、銀行口座からの
振替または出金を定める執行文書を有する扶養料支払請求権に基づく債権、著作
契約に基づく報酬支払請求権、犯罪行為及び行政法規違反行為に基づく個人の財
産侵害損害賠償請求権に基づく債権である。
3) 第 2 順位で弁済されるのは、強制保険に基づく請求権、与信契約に基づく銀行の
請求権及びそのために加入した保険に基づく請求権である。
4) 第 3 順位で弁済されるのは、被担保債権である。
5) 第 4 順位で弁済を受けるのは、無担保債権である。
6) 第 5 順位で弁済を受けるのは、株主の請求権である。
7) 第 6 順位で弁済を受けるのは、残りの債権全てである。
各順位の債権は、順位が上の債権が全額弁済されてから、その弁済が始まる。同順位の
債権を全額弁済できない場合には、同順位の範囲内で支払われるべき額に按分弁済される。
財産が不十分なために弁済を受けられなかった債権は、弁済されたものとみなされる（倒

39

生命・健康侵害の損害賠償請求権や精神的損害賠償請求権を有する者は、債権登録簿に記載されず、倒
産手続外でその請求権を行使することになる。その理由として、当該請求の社会的重要性が指摘され、一
般債権者よりも優先的に保護しようとする立法者の政策である。
40 M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法
注釈書（日本語訳）』（Yangi asr avlodi、2007
年）81－82 頁。
41 Телюкина М. В. Актуальные проблемы конкурсного права // "Законы России: опыт, анализ,
практика", N 3, март 2007 г. この問題の解決策として、債務者と債権者の間で和議契約が締結された後、
非金銭債権の執行請求が提案されている。ただし、実務では、債務者と債権者の間で和議契約が締結され
るのは少なく、倒産事件の大部分が清算手続の適用により終了されている。
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産法第 134 条）42。上述のような弁済についての規定は、清算手続における債権の弁済につ
いて定められたものであるが、再建型倒産手続（裁判所再生支援手続及び外部管財手続）
においては、債務の全額弁済が基本とされている。債権者主導は、この債務の全額弁済の
基準と相まって、倒産法上、債権者の保護が極めて強い制度だといえる43。
被担保債権については、担保権者の担保目的物から優先的に弁済を受ける権利が定めら
れている。ただし、担保権者は自らその権利を行使することができない。つまり、倒産手
続が開始されると、担保権者による担保権の実行が認められないとされている。また、債
務者の全財産が担保目的物となっており、かつ、担保目的物の売却代金が被担保債権額よ
り少ないまたは同額である場合には、被担保債権の弁済は、費用の弁済、第 134 条第 1 項
の定める公益費及び金銭交付を定める支払文書を有する給与支払請求権の弁済後に、行わ
れる。第 134 条の定める第 3 順位の被担保債権は、担保目的物の売却代金をもって全額弁
済されなかった被担保債権を指しており、残りの債権額に関して清算財団から弁済を受け
ることになる。担保目的物が売却されない場合における担保権者の地位は規定されていな
いが、おそらく、他の一般債権者と同様に弁済を受けるものと考えられる44。
債権者集会は、債務者に関する行為を決定する権限を有する必須の機関であり、和議契
約の締結、外部管財の導入、裁判上再生支援開始の請求、倒産認定・清算手続開始の請求、
裁判所管財人候補者の承認を決議する。債務者が可能な限り再建の努力をし、それができ
なかった場合に清算するという理念で設計されているが、手続の選択等の重要事項につい
ては債権者の意思が重視されている45。つまり、倒産手続上は、債権者主導であり、債務者
の再建型又は清算型の手続を適用するかは、債権者の意向によって決定される。

2.1.4.1．再建型倒産手続

1）裁判外再生支援手続
債権型倒産手続は、裁判外手続であり、債務者の支払能力の回復及び倒産の予防を目的
としている。ただし、倒産申立前に必ず利用しなければならないものではない。債務者の
発起人（社員）
、債務者財産の所有者、倒産事件を管轄する国家機関（定款資本に国家の持
分が含まれている場合）等が、債務者との合意に基づき、債務者の支払能力の回復策を実
施する。その方法は、未払債務の弁済、猶予の合意、競争力のある製品の生産、専門技術
家の勧誘、利害関係人からの財政援助、国家による支援等である（倒産法第 32 条）。裁判
42

日本破産法の定める免責制度は明確に規定されていないが、弁済を受けられなかった債権が弁済された
とみなされることは、同趣旨の制度ではないかと考えられる。
43 池田辰夫「ウズベキスタン倒産法の概要について」
（ICD NEWS 第 2 第 4 号、2005 年）14 頁。
44 松嶋希会「ロシア・中央アジア諸国における倒産縫製」
（ICD NEWS 第 3 第 4 号、2008 年 3 月）98 頁。
45 遠藤賢治「ウズベキスタン倒産法と日本の倒産法制の比較―再建型を中心に―」
。ウズベキスタン倒産法
注釈書作成プロジェクトの実施にあたり作成された資料である。
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外再生支援手続は、国家からの支援による類型（国家の持分が含まれている企業に対して
適用される）と国家からの支援によらない類型に分類される46。実施期限は、12 か月から、
24 か月までである。当該手続は、裁判の枠組外の手続であるため、裁判所及び管財人は手
続に参加しない。
遠藤（2005）は、国家の利害に関係のある特許企業が効率的経済活動の再生を図るため
に、国が公的基金を集めて財政支援をする場合に発動されるものと推測されると述べてい
る47。実務では、倒産状態に陥っている農業企業に対する裁判外再生支援手続の適用が一般
的である。
2）監視手続
監視手続は、債務者の財産の保全及びその財務状況の分析をするために実施される。こ
の手続は、再建型倒産手続でも、清算型倒産手続でもなく、中立的な手続である。倒産認
定の申立ての受理時点から、次の倒産手続の開始時点まで、債務者の財産処分権を禁止す
ること及び債権者による個別的な債権の請求及び担保権の実行を禁止し、その債権の請求
を倒産事件の範囲内で実現することがこの手続の目的である。この手続では、企業の経営
権は債務者に残るが、その行使には一定の制限が課される。監視手続は、2003 年倒産法の
改正にあたって導入された新しい制度である。監視手続の期間は、3 か月までと定められて
おり、第 1 回債権者集会の決議に基づく、経済裁判所の具体的な倒産手続の開始に関する
決定をもって、終了する。
監視手続が開始されると、経済裁判所によって、一時管財人が任命される48。手続の開始
時点から、債務者に対し、債権者による債権の個別的請求が禁止される。一方、債務者も
大規模取引や不動産取引等のような重要な取引等を、一時管財人の同意なしには、行うこ
とができなくなる。一時管財人は、債務者の財産の保全、債権の確定、債権者登録簿の作
成、第 1 回債権者集会の招集、債務者の財産の目録作成等を行う重要な機関である。債権
確定手続は、1994 年及び 1998 年倒産法にはなく、新設されたものであるが、この手続は、
一時管財人により行われる。一時管財人及び債務者から異議が述べられなかった債権は、
債権登録簿に記載され、異議が述べられた債権については、経済裁判所がその当否につい
て判断し、そこで異議の認められた債権は債権登録簿から除外される。
一時管財人は、第 1 回債権者集会において、監視手続中に行った財務分析を報告し、債
務者の支払能力の回復の可能性について意見を述べる。第 1 回債権者集会は、債務者に対
して適用される倒産手続として、以下のもののいずれかを決議し、経済裁判所が相当する
決定を出す。
46

Дўстов. У. Н. Хўжалик юритувчи субъектларнинг банкротлиги. – Т.: ТДЮИ нашриёти, 2005. 46

б.
47
48

遠藤賢治「ウズベキスタン共和国の新倒産法と企業売却」
（比較法学第 38 巻第 2 号、2005 年）132 頁。
ウズベキスタン倒産法第 65 条。
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1) 債務者の倒産認定・清算手続開始
2) 裁判上再生支援開始
3) 外部管財開始
4) 和議承認
監視手続は、清算手続の開始（債務者の倒産認定・清算手続の開始が決定された場合）、
再建型倒産手続の開始（裁判上再生支援開始決定及び外部管財手続開始決定の場合）
、また、
和議締結の承認決定により終了する。
3）裁判上再生支援手続
裁判上再生支援手続は、2003 年の倒産法改正にあたって再び導入された制度である。こ
の手続は、1994 年に制定された最初の倒産法にも定められていた。しかし、実際上、裁判
上再生支援手続の利用は困難であって、その一つの理由は、当時倒産法の定める「倒産の
兆候」であった。1994 年倒産法における倒産兆候｢倒産手続開始原因」は、債務者の負債が
資産より上回る状態、つまり、
「債務超過」であった。「債務超過」
、言い換えれば、負債が
資産より上回っている場合、債務者の再建の可能性はないと解されていた49。そのため、1998
年の倒産法改正にあたって、この手続が一度除外されたが、実務においては、倒産事件を
管轄する国家機関が企業に対する再生支援の問題を扱ってきた。2003 年の改正に際し、裁
判上再生支援手続が再び導入されることになった。
手続は、債務者の支払能力の回復及び債務の弁済を目的とし、経済裁判所の決定により
開始される。当該手続は、債権者集会の決議による申立て、債務者、債務者の発起人（社
員）
、債務者の財産の所有者、第三者の申立てにより開始される。申立てには、再生支援計
画と債務弁済計画表が添付される。債務者の発起人（社員）
、債務者財産の所有者又は第三
者等の債務者以外の者の申立てには、申立人の債務弁済計画表に従った履行を保障・担保
する旨の書面を提出する。その保障・担保の額は、債務額の 20％より少なくてはならない。
再建型手続として裁判上再生支援手続の外部管理手続及び清算手続から違う点は、債務
者の経営機関が経営権や財産処分権を失わず、回復を実施する DIP50型の手続であることで
ある。日本の倒産法制度の民事再生手続に相当するといえよう。手続開始決定と同時に、
裁判上再生支援管財人が任命される。債務者の経営機関は、この再生支援管財人の監督の
下で、債権者集会の承認を得た再生支援計画や債権者集会及び経済裁判所の承認を得た債
務弁済計画表に基づいて、全債権者に弁済を履行することになる。債務弁済計画に反する
弁済は無効となり、また、債務者は、債権者委員会の同意なしに不動産の賃貸借、担保提
供等の取引ができない。
イ・ソリエフ「裁判上再生支援手続について」
（ICD NEWS 第 2 第 4 号、2005 年 11 月）16 頁。ロシ
ア語による講演を邦訳したものである。ロシア語による講演を邦訳したものである。
50 DIP (Debtor in Possession) は、債務者が原則として、事業の経営権を失わず、事業の再建を図る形態
である。山本和彦『倒産処理法入門』
（有斐閣、2006 年）6 頁。
49
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再生支援管財人は、再生支援手続を管理する権利義務を持っており、債権登録簿を作成
し、債務者が提出する再生支援計画及び債務弁済計画表の実施報告を検討し、債権者集会
に対し、この報告書に関する意見書を提出する。債務者の再生支援実施報告書の債権者集
会による承認は不要である。経済裁判所は、債務者が提出する再生支援実施報告書を承認
した場合、倒産事件終結決定を出し、承認しなかった場合、裁判上再生支援手続中止決定
と同時に外部管財手続開始決定か、清算手続開始決定を出す。もし債務者が再生支援手続
の履行を怠った場合、再生支援管財人は債権者集会を招集し、債務者による再生支援計画
の実施結果の報告と再生支援管財人の意見書を提出する。したがって、裁判所は、債権者
集会の決議に基づき、上述の二つの手続のいずれかを開始する。
4）外部管財手続
外部管財手続も、裁判上再生支援手続と同様、債務者の支払能力の回復と債権の弁済を
目的とする。裁判上再生支援手続では、債務者の経営機関の経営権及び財産処分権が維持
されるのに対し、外部管材手続の場合は、その権限を外部管財人に委譲する。外部手続は、
債権者集会、又は、倒産事件を管轄する国家機関の申立てに基づき、裁判所の決定により
開始される。
外部管財手続における債権者集会は、過半数の賛成によって外部管財の導入を決議し、
外部管財人候補者を承認することができる。一旦、経済裁判所の決定により外部管財手続
が開始されると、債務者の経営機関は管理処分権を失い、裁判所により外部管財人が任命
される。実務上、外部管財人の任命は外部管財手続の開始と同時に行われる。外部管財人
の任命については、債権者集会により推薦された管財人の候補者の承認に際し、経済裁判
所がその形式的な要件を検討する。つまり、債権者集会開催時の手続の適法性や債権者集
会の開催のため必要な定足数を満たしていたかどうか等が検討される。また、管財人候補
者の債務者又は債権者に対する利害関係の有無や、倒産事件を管轄する国家機関から受け
た資格の存否もチェックされる51。こうして任命された外部管財人は、債権登録簿を作成し、
債務者の経済状況に損害を与えた、又は与えるおそれがある法律行為の無効認定を求める
訴えを提起することができ、外部管材手続の開始時点から 3 ヶ月間、倒産事件開始前の契
約を解約する権利を有する。これは、日本の倒産法制度の否認権と双方未履行総務契約解
除権に相当する。
債権届期間内に新たに届けられた債権は、外部管財人により審理され、その結果に基づ
いて債権登録簿が作成され、不当な債権に対し、管財人が裁判所に異議を申し立てること
ができる。一方、債権者は、外部管財人により定められた債権の額と弁済順位に対し、裁
判所に異議を出すことができる。
ナ・ロパエバ「外部管財手続について」
（ICD NEWS 第 2 第 4 号、2005 年）21 頁。ロシア語による
講演を邦訳したものである。
51
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また、外部管財人には、次のような職務を行う義務も課せられている。外部管財人は、
任命されてから、1 か月以内に、債務者の支払能力の回復及び債権の弁済を目的とする外部
管財計画を作成しなければならない（倒産法第 106 条）
。任命された外部管財人は、この外
部管財計画が債権者集会の承認を得た後、債務者の支払能力の回復を図っていく。外部管
財期間が満了する場合又は外部管財期間前に中止する場合、外部管財人は、外部管財手続
の実務報告書を作成し、債権者集会の審理のために提出する。債権者集会は、外部管財人
の報告書を審理した結果、外部管財手続の延長、債務者の支払能力の回復による外部管財
手続の中止・債務弁済開始、和議締結、債務者の倒産認定・清算手続開始決定のいずれか
を決議し（倒産法第 107 条）
、経済裁判所も、管財人の報告書を審理し、承認した場合、債
権者集会の決議どおりの手続を開始する。
上述のように外部管財人の職務内容が法定されているが、実際は、債権者集会の決議に
基づいて具体的に定まるものであり、日常的には経済裁判所による指揮監督を受ける関係
にない52。
5）和議締結
倒産法では、和議手続を相互譲歩に基づき法律上の紛争を終了させる旨の当事者間の同
意であると定義している。和議は、債務者及び債権者の権限である。個人企業家である債
務者、法人である債務者の代表者又は管財人が一方の当事者になり、もう一方の当事者は、
債権者集会で権限を与えられた債権者の代表者となる（倒産法第 147 条）
。これらの当事者
の間で、債務額、履行期、支払方法等について相互に譲歩した合意に基づいて、倒産手続
が終了される。
債務者と債権者は倒産手続のどの段階においても和議を締結することができ、それが裁
判所により承認された場合、倒産手続は終了する。外部管財手続及び清算手続中の和議締
結については、債務者側で管財人が決定する。和議締結の決議は、債権者集会において、
全債権者の決議権の過半数及び全担保権者の賛成により成立する。和議手続には、権利義
務を引き継ぐ第三者も参加できる。和議締結は、書面により作成され、裁判所の承認によ
って効力を発生する。和議締結に反対した債権者の権利保護については、賛成した債権者
に対する弁済条件より不利益とならない条件で、弁済を受けることができる。一方で、債
権登録簿に記載されなかった債権者に対しては、和議の拘束力がなく、倒産手続が終了し
てから、権利を行使することになる。
経済裁判所は、裁判費用等の順位外支払請求権及び労働債権の弁済後に限り、和議を承
認する。和議の内容について特定の債権者に有利又は不利の定めがあるといった無効事由

52

遠藤賢治「ウズベキスタン倒産法と日本の倒産法制の比較―再建型を中心に―」
。ウズベキスタン倒産法
注釈書作成プロジェクトの実施にあたり作成された資料である。
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がある場合、和議が裁判所により承認された後であっても、相応の申立てに基づいて裁判
所が、和議を無効と認定することができ、倒産手続が再開される。

2.1.4.2．清算型倒産手続

清算手続
清算手続は、全倒産手続の最後の手続であり、債務者の財産を換価処分し、その換価金
を債権の弁済に充て、債務者を債務から免責することを目的としている。清算手続は、債
権者集会の決議に基づき、経済裁判所の債務者の倒産認定決定により開始される。清算手
続の期間は、原則として 1 年である。
清算手続が開始されてから、債務者は、財産管理権及びその処分権を完全に失い、清算
管財人に、会計書類、印鑑、スタンプ及びその他の財貨を渡さなければならない。
清算手続は、債権者集会又は倒産事件を管轄する国家機関により推薦され、裁判所が任
命する清算管財人により実施される。手続の開始後、管財人により清算計画及び債務者の
財産の売却日程が作成され、債権者集会の同意を得てから、実施される（倒産法第 135 条）。
その清算計画及び債務者の財産の売却日程を実行するには、経済裁判所の許可を取る必要
がない。清算管財人は、債権登録簿を管理するとともに、債務者の財産目録の作成及びそ
の評価を行い、債権者集会や経済裁判所に対し、自己の活動内容及び債務者の財務状況に
ついて、毎月 1 回報告をする（倒産法第 139 条）
。その後、債務者の財産が公開競売で売却
され、清算財団が形成される。債権者への弁済は、債務者の全財産の換価金をもって行わ
れるが、最終的には、清算財団の不足で弁済されなかった債権も弁済されたとみなされる。
債権の支払が終了すると、清算管財人は清算手続実施結果報告書を作成し、裁判所に提出
する。この報告書を審理し、承認した場合、裁判所は清算手続終了決定を出す。債務者の
清算について、法人の統一国家登録簿に記載されてから、清算手続が終了したとみなされ
る（倒産法第 134 条 1 第 2 項）
。

2.1.4.3．特定の範疇に属する法人債務者及び個人企業家の倒産

倒産法の第 9 章は、特定の範疇に属する法人債務者として、街形成企業及び同等企業53、
銀行、保険業者、並びに、証券業者の倒産手続の特則を定めている。本節ではこれらの特
定の範疇に属する法人債務者の督促について述べる。
従業員及びその家族がその地域の人口の半分以上を構成する法人、
従業員数が 3000 名以上である法人、
国家の防衛・治安維持にかかわる法人、または、自然独占企業体である法人が、街形成企業とされている
（倒産法第 3 条）
。
53
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街形成企業に関する特則は、その企業の倒産兆候（最低賃金の 5000 倍以上である金銭債
務又は義務的支払債権を、履行期から 6 ヶ月以内に弁済することができないこと（倒産法
第 156 条）
、外部管財手続の開始及び延長（当該手続は、債権者集会の決議の他に、当該地
域の国権機関、又は、省庁、国家委員会、所管官庁、若しくは、経済管理局の申立てに基
づき、申立人の保証・担保することを要件として開始され、実施期間は最長１年間延長す
ることができる）
、財産複合体としての企業の売却要件等である。
農業企業の倒産については、裁判外再生支援手続の適用に関する特則、監視手続、裁判
上再生支援手続、外部管財手続の延長（自然災害やその他の不可抗力により、農業企業の
生産量が減少し、財務状況が悪化した場合、裁判所の決定により延長される）、その農業企
業の財産複合体としての売却（企業が、第 1 回競売においては、財産複合体として出され、
農作物の生産に従事し、債務者の土地区画に直接隣接した土地区画をもつ者が、その財産
複合体を優先的に購入する権利及び土地区画を占有する権利を有する）を規律する特則で
ある。
銀行の倒産認定の申立ては、債務者銀行業務の許可がウズベキスタン共和国中央銀行に
より取り消された後に限り、経済裁判所により審理される。銀行に対しては、倒産手続が
開始されても、外部管財手続が適用されない（倒産法第 165 条）
。銀行の倒産事件には、倒
産法の第 36 条が定める事件の参加者（債務者、管財人、倒産事件を管轄する国家機関、検
察官）の他に、ウズベキスタン共和国中央銀行及び国民銀行預金保証基金が参加する。国
民銀行預金法相基金が参加するのは、当該銀行に対する国民の預金を払い戻すことを保障
するためである。その他のことは、倒産法の一般的な手続によって規律される。
保険業者の倒産手続の特徴は、当該手続において一般の参加者に加え、保険事業の規制
権限を有する専門国家機関の参加すること54、保険者の財産複合体の売却についての特則
（保険者のみがその債務者である保険者財産複合体の買主になることができる）を有する
こと、債権弁済に関する特別な順位が定められていることである。証券業者の倒産手続の
場合は、当該事件において、証券取引を規制し、調整する権限が付与された国家機関55も参
加することができる。証券業者の倒産手続に管財人として任命される候補者は、倒産事件
を管轄する国家機関による資格の他に、証券取引を規制・調整する権限を有する国家機関
から認可証を取得しなければならない。
個人企業家の倒産は、倒産法第 10 章において規律されている。個人企業家の倒産認定申
立ての要件は、3 ヶ月以内に弁済されていない債権額が、最低賃金の 30 倍を超えているこ
とであり（倒産法第 5 条）
、債務者に対し、監視、裁判上再生支援、また外部管財手続など

54

保険事業の規制権限を有する専門国家機関とは、ウズベキスタン共和国財務省付属国家保険監督局であ
り、その業務は、1998 年 7 月 8 日付ウズベキスタン共和国内閣令第 286 号承認の規則で定められている。
55 証券市場の規制・調整する権限は、1996 年 3 月 26 日付大統領令第 141 第 4 号により、ウズベキスタン
共和国国家資産委員会付属の証券市場機能統制・調整センターに付与されている。M. K. Azimov ほか『ウ
ズベキスタン共和国倒産法 注釈書（日本語訳）
』
（Yangi asr avlodi、2007 年）222 頁。
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が適用されない。個人企業家の倒産手続では、原則として、管財人が任命されない56。債務
者の不動産、高価な財産を管理する必要がある場合にのみ、管財人が任命される（倒産法
181 条）
。また、経済裁判所が、倒産認定の申立受理後、法令で定められた強制執行が禁止
されている個人的財産57を除き、債務者の全財産を差し押さえることができる。経済裁判所
は、前述の強制執行が禁止される財産以外にも、売却できない財産、又は、売却代金が債
権弁済に実質的に影響を与えない財産を、債務者の清算財団から除外することができる。
その除外される財産の合計額は、最低賃金額の 50 倍を超えてはならない（倒産法第 177 条）
とされている。上述したように、当該事件には、原則として管財人が任命されないため、
届出債権の有無などを、経済裁判所が自ら審理し、その債権額及び弁済順位を決定する。
債務者自身が倒産認定の申立てをした場合には、債務弁済計画を提出することもできる。
債権者から異議がなかった場合は、この債務弁済計画が裁判所により承認され、債務者に
債権を弁済する機会として 2 ヶ月以下の期間が与えられる。この期間中、債務者が全債権
を弁済した場合、倒産手続が終結され、反対に、弁済できなかった場合は、清算手続が開
始される。清算財団が債権者に対する支払いを終えた後、債務者は、弁済されなかった債
務について免責される。

2.1.4.4．簡易倒産手続

ウズベキスタン倒産法には、簡易倒産手続として 2 種類の倒産手続が設けられている。1
つ目は、通常清算中の法人の倒産である。当該法人の財産が全債権を弁済するに足りない
ことが判明し、清算委員会が経済裁判所へ倒産認定を申し立てた場合、裁判所の決定によ
り、清算手続が開始される。債務者は既に清算中であるため、簡易手続を用いて、清算す
ることになる。もう一つの簡易手続は、所在不明の債務者の倒産手続であり、活動を中止
した個人企業家である債務者又は法人債務者の代表者が行方不明である場合、債権額、そ
の履行期が到来したかどうかに関係なく、当該債務者について、倒産認定を申し立てると
されている。この場合、経済裁判所の決定により、清算手続が開始され、清算管財人が清
算財団を換価し、届出債権を弁済する。
2.1.5．倒産法制度の目指す目標

M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法 注釈書（日本語訳）
』
（Yangi asr avlodi、2007 年）
225 頁。
57 ウズベキスタン共和国裁判等執行法の第 52 条により、
強制執行が禁止されている個人企業家の財産は、
住宅、アパート、衣類及びその他債務者の家族が普通に生活するに必要なものとされている。
（“СУД
ҲУЖЖАТЛАРИ ВА БОШҚА ОРГАНЛАР ҲУЖЖАТЛАРИНИ ИЖРО ЭТИШ ТЎҒРИСИДА”ГИ
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ҚОНУНИ, 52-модда）2001 年 8 月 21 日制定。
56
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ウズベキスタン倒産法制度の目的については、条文上、はっきり言及されていない。し
かし、倒産法注釈書において、倒産法の第 1 条58の解釈として｢倒産法の趣旨は、債権者の
財産権を保護するとともに、企業の倒産予防と清算を法的に保証することにある。すなわ
ち、倒産法の主たる目的は、債権者の財産上の請求を保護すると同時に、債務者に再建の
可能性を提供することにもおかれている｣と書かれている。ウズベキスタン倒産法制度は、
債権者の利益とともに、債務者の権利をも保護するということは、法学者や経済学者、倒
産法制度実務にあたる職務の専門家によっても指摘されている。倒産法においては、立法
者が清算型手続に加え、再建型手続を設定するのは、決して債権者の利益保護のみではな
く、国の経済的発展、従業員の社会的保護という観点から、債務者の支払能力を回復し、
再建するためであるといえよう。遠藤によると、ウズベキスタン倒産法制度は、同法にお
いて、清算型（清算手続）倒産手続及び再建型（裁判上再生支援及び外部管財手続）倒産
手続を設けてあるが、この多様化した選択肢について、相互に如何なる優劣関係があり、
また、如何なる観点から、選択肢を確定するかの基準が、条文上は必ずしも明確ではない
という。選択肢が多様化している理由としては、倒産法は、債権者の意思を優先する考え
方と債務者の残余財産の拡大を図る考え方との中間に設計されており、債務者に可能な限
りの再建の努力を求め、それが出来なかった企業を清算するという方向で実施されるもの
と理解されている59。
倒産手続の重要な事項は債権者集会の決議によって決定されるが、債権者以外の倒産事
件参加者にも、債務者の運営の決定過程において参加する機会が付与されている。例えば、
倒産法第 75 条第 3 項によると、第 1 回債権者集会が経済裁判所に対し、債務者の倒産認定・
清算手続開始申立てをすることを議決した場合、又は、債権者集会が裁判所に対し如何な
る議決も提出しなかった場合、経済裁判所は、債務者の発起人（社員）、債務者財産の所有
者、倒産事件を管轄する国家機関又は第三者の申立てに基づき、申立人が債務弁済計画表
に基づく債務者の債務を保証・担保することを要件に、裁判上再生支援手続（再生手続）
の開始決定を出すことができる。この場合、債権者集会によって債務者の倒産認定が議決
されても、経済裁判所は、上述の債務者の発起人（社員）、債務者財産の所有者、倒産事件
を管轄する国家機関又は第三者の申立てにより、再生支援手続を開始することができる。
この点からみれば、企業の清算か再建するかについての決定権は、債権者のみならず、そ
の他の参加者にも一部与えられていることになり、債権者と債務者間のバランスが取れて
いるように思われる。しかし、それは、債務者の利益が十分に保護されているということ
ではなく、倒産法制度上、債権者の利益が優先されているということである。
ここで、上述の債権者の利益が優先されているということを立証するため、倒産手続の
運用の効率性について見てみよう。最初に、ロシアの倒産法制度の効率性についてのロシ
ア法の学者の見解について紹介したい。ロシア連邦のバシコルドスタン共和国においては、
倒産法の目的は、法人及び個人企業家の倒産分野における関係を調整することにある（倒産法第 1 条）
。
遠藤賢治「ウズベキスタン共和国新倒産法と企業売却」
（比較法学『早稲田大学』第 38 港第 2 号）131
頁。
58
59
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倒産手続が開始された企業のほとんどが再建せず、清算されてしまう傾向になっている。
2008 年の初めには、
当該共和国仲裁裁判所においては、1916 件の倒産事件が継続中であり、
2008 年中には、さらに 644 件の受理が追加されていた。1916 件の倒産事件のうち、6 社の
債務者企業に対し、外部管財手続が開始された。また、清算手続が開始され、債務者企業
の清算がなされたのは、854 件であった。実務をみると、90％以上の倒産事件が、清算手続
を通じて債務者の財産が売却され、終了している。これは、倒産制度全体において、まだ
欠点があることを示している。倒産手続を実施するにあたって、手続上の重要な事項の決
定権限は、債権者集会の権限に属し、管財人は、債権者集会の意思を反映する決議を実行
することになっている。ロシアの倒産法の不完全さ、倒産手続を実施する管財人の選任、
その活動の固定的な監督が存在していないなどが、企業の支払能力の回復及び債務者の財
産の維持を制限しており、国の生産能力の発展という国家的課題の実現を妨害している60。
この点に関し、ウズベキスタン倒産法制実務の効率性について見てみると、2008 年前半
において、ウズベキスタン共和国の全ての経済裁判所で審理された倒産事件数は 2317 件で
あり、その内 11 件に対し裁判上再生支援、3 件に対し和議締結、2 件に対し外部管財手続
が開始され、153 件において倒産原因がないとして終了された。これ以外 2165 件に関して
は、倒産認定及び清算手続開始が決定され、債務者企業が清算されてしまった61。ウズベキ
スタンとロシアの倒産法制度の類似性に加え、効率性に関しても同様に清算手続が多いこ
とから、ウズベキスタン倒産法制においても、ロシアの法学者が指摘する倒産法制の不完
全さ、倒産法制度の個々の手続が効率よく活用されていないという問題が存在すると考え
られる。
以上の分析をまとめるのであれば、次のとおりである。ウズベキスタン倒産法は、制度
上、清算型手続とともに債権型倒産手続をも設けているが、債権者と債務者間の利益のバ
ランスがとれていない。1998 年及び 2003 年の大改正を通じて、再建型手続が導入され、債
務者の利益も保護されるようになったが、その目的を達成するにあたり、主な手段となる
倒産法一般事項の改正が行われず、その一般事項の決定に際し、未だに債権者の利益が優
先されている。これまでの分析からすると、倒産法上、債権者の権利が完璧に保護されて
いるように見えるが、実際はそうではない。債権者及び債務者間のバランスの問題も存在
するが、債権者自身の権利も十分に保護されていないという問題がある。それは、債務者
の法律行為の否認の問題である。
倒産手続が開始されてからの債権者に与えられる権限が割と幅広く定められており、
債権者の権利が必要以上に保護されている。最初の倒産手続である監視の開始から、手続
全体が債権者の監督の下で進んでいく。債務者に対して適用される具体的な倒産手続を決
Л.З.Игтисамова, Г.Р.Смирнова. Несостоятельность (банкротства) проблемы
саморегулирования деятельности арбитражных управляющих//Имущественные отношения в
Российской Федерации. №7, июль 2009г.
61 最高経済裁判所の組織管理・統計部により作成された 2008 年前半の統計。
（Сведения об
инициировании хозяйственными судами Республики Узбекистан различных процедур
банкротства за 6 месяцев 2008 г.）
60
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議するのも、管財人の候補者を推薦するのも債権者集会である。倒債権者の権利の倒産手
続開始後の保護は、少なくとも条文上優先的に規定されているが、倒産手続開始前の保護
は如何になっているのだろうか。答えは、否定的である。つまり、財産の逸出・隠匿を伴
う債務者の法律行為の否認可能性が非常に制限されており、倒産手続が開始されても、財
産が不十分であるため、債権者がその債権の配当を受けられない場合が多い。また、倒産
手続開始前における特定債権者の債権弁済行為等も否認できないので、債権者間の平等の
問題が生じている。
以下では、ウズベキスタン倒産法の定める法律行為の否認制度について検討する。分
析対象は、否認権行使の要件及び効果ならびに否認検光子の手続的事項である。日本及び
ロシアの倒産法制度は、基本的な詐害行為と偏頗行為の否認の他に、対抗要件や執行行為
の否認等をも規定しているが、ウズベキスタン倒産法の場合、その基本的な詐害行為及び
偏頗行為自体の否認が整理されていない。また、研究の範囲や時間のこともあり、今回、
対抗要件や執行行為等、否認の特別類型を取り上げない。債務者の如何の法律行為が、如
何なる要件下で否認され、それはどのような効果をもたらすのか、また、その否認権を如
何に行使できるかという問題を中心に分析を行い、ウズベキスタンにおける倒産債権者の
権利を効率よく保護できる否認制度の提案を試みたい。
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図表 1

ウズベキスタン倒産法の概要図
裁判外再生支援手続

倒産認定の申立て（債務者、債権者、検察官又は全権機関による）

最低賃金の 500 倍以上の債権・3 ヶ月の債務不履行

倒産事件の開始
監視手続の開始（第４章）
3 ヶ月
第１回債権者集会（倒産認定・清算か債権型手続の実施かを決議）

裁判所による事件審理

倒産認定
清算手続の開始（第７章）

外部管財手続の開始
裁判上再生支援の実施

裁判所による清算管財人
の任命
生産管財人による清算計

（第６章）

（第５章）

裁判所による外部管財人
裁判所による再生支援管
財人の任命

の任命
外部管財人による外部計

画の策定

債権者集会（計画の審議）

画の策定

債務者による再生支援計

債権者集会（計画の審議）

画の実施、債務弁済計画
表に従った債務の弁済
清算財団の換価

外部管財計画の実施（財
産売却など）

債権の弁済

債権の弁済

清算手続の終了

倒産事件手続の終了
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2.2．否認権行使の要件等
2.2.1．倒産法制度における否認権
事業主が、市場の変動にうまく対応し、将来起こるかもしれない危機を予測し、健全な
経営が続いている間には、その事業主の財産管理処分権は何ら制限を受けろことはない。
自らの財産をいつ、だれに対して、いくらで売却するかは、その者の権利である。その事
業活動全体において、負債が資産を超過していない、または支払不能状態が発生していな
い限り、
「私的自治原則」に基づいて、事業主が自由に判断するものである。ただし、その
事業活動において債務超過又は支払不能状態が発生した後になされる、財産の減少を伴う
法律行為は、結局、各債権者が受ける配当額を減少させる。これらの法律行為の効力を否
定し、破産財団から失われた財産を取り戻すことによって、債権者に対する公平かつ平等
な分配を可能とする制度が否認制度である62。
債務者の倒産状態は、突然、予測されることなく発生するものではなく、多くの場合、
倒産状況に陥る相当前からその兆候が現れ、債務者に経済的不況に陥るおそれを予告する。
責任感を持って、営業を行う債務者であれば、自らの経済状態が悪化し始め、倒産状態が
近づいてきていることに気づくはずである。しかし、倒産状況に陥ることがもうすぐ到来
することを把握していても、債務者はその発生をできるだけ延期しようとする。つまり、
債務者はすべての可能な手段を利用し、避けられない倒産を防ごうとする。この場合には、
自らが陥っている状況を直接かつ素直に債権者に知らせる債務者はあまりいないと考えら
れる。あるいは、知らせるどころか、逆にその経済危機をできるだけ見せないようにする
可能性もある。生き残るために、そもそも不利であっても、全体的に見れば、良くなると
いう気持ちで次々に法律行為がなされる。これによって、外部から健全な経営状態である
ように見えることを期待し、自らに対する信頼をなくさないように試みる63。その経済的に
不利な法律行為の極端な例として、財産を廉価、又は無償で第三者に売却すること、通常
価格より高額なものを購入すること、不動産を他人名義に変更すること、弁済期が到来し
ていない債務の弁済等が挙げられる。
上述の例は、債務者が積極的に自らの財産の隠匿又は倒産認定後のことを考えて、債権
者が十分な配当を受けなくなることを認識しながら、行う行為であるから、債権者の利益
に対する詐害性が非常に高い。本旨弁済行為、財産を相当な価格で処分することについて
は、上述の例よりも、直接全債権者の利益を侵害する可能性が低いとも考えられる。しか
し、これらが債権者間の平等の問題や財産隠匿の機会を生み出す行為として認められたと
き、無効とされるべきである。

62
63

中島弘雅『体型倒産法 I〔破産・特別清算〕
』
（中央経済社、2007 年）325 頁。
Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. – Москва: «Статут», 2000. С. 265.
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債務超過及び支払不能状態の発生後、債務者の財産管理処分権が制限されるということ
は、その行為がなされる時点で制限されるという意味ではなく、一旦なされた法律行為が、
その否認要件を具備した場合、後から無効とされることにより、債務者の財産管理処分権
が制限されることを意味する。その制度は、倒産法制度における「法律行為の否認制度」
である64。
倒産法における否認制度は、債務者の倒産手続開始前の法律行為を対象とする制度であ
る。債務者に対して倒産手続が開始されると、債務者の財産管理処分権が、裁判所が任命
する管財人に完全に移転するか、一定の制限を受けることになる。したがって、その制限
を超えて、又は無権でなされた債務者の法律行為は当然無効である。法律行為の否認は、
その当然無効である法律行為を無効とするのではなく、正しく成立し、有効である法律行
為を、法律が定める要件を具備した場合に限り、無効とする制度である。そのため、倒産
手続開始前の法律行為と、その後の法律行為を区別する必要があり、倒産手続開始後の法
律行為は、否認制度の対象とならない。また、倒産手続開始前のものであっても、全ての
法律行為が無効とされるわけではない。ロシア及び日本の倒産法制度における否認の場合
には、取引の安全をはかるため、否認権行使の主観的要件等が定められており、善意かつ
誠実に行動した第三者の権利が保護されている。では、ウズベキスタン倒産法における否
認制度はどのようになっているのか。以下では、ウズベキスタン倒産法制度における債務
者の法律行為の無効（否認）について考察する。
ウズベキスタン倒産法の第 103 条は、債務者の法律行為の無効（否認）を以下の通りに
定めている。
103 条

債務者の法律行為の無効

1) 外部管財開始前に債務者により行われたものを含む債務者の法律行為は、法令の定める
事由による外部管財人の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することができる。
2) 債務者が利害関係人を相手に行った法律行為は、当該法律行為の結果、債権者に損害が
生じたか、又は、生じる可能性がある場合、外部管財人の申立てに基づき、経済裁判所
が無効と認定することができる。
3) 債務者が、倒産認定の申立ての受理後に一部の債権者又はその他の者を相手に行った法
律行為は、当該法律行為が特定の債権者の金銭的債権を優先的に弁済することとなる場
合、外部管財人又は債権者の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することができ
る。
4) 法人債務者が、倒産手続開始後に、又は、倒産認定の申立提出前の 6 ヶ月以内に行い、
かつ、社員の脱退に伴って持分を払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、外部管
64

債権者の利益を害する債務者の法律行為を否認する手段は各国の制度によってさまざまである。日本や
ドイツでは、倒産制度における否認制度とは別に、民法においても類似の制度が設けられている。それは、
日本の場合、民法が定める「詐害行為取消権」であり、倒産手続が開始されなくても、債権者はその詐害
行為取消権を利用し、債権者を害する債務者の一定の行為の無効を、裁判所に訴えることができる。
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財人又は債権者の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することができる。当該法
律行為により取得されたものは、すべて、債務者に返還される。この場合、社員は本法
（倒産法）第 134 条における第 6 順位を有する債権者と認定される。
」
上記の条文の構成では、同条第 1 項は、一般的な規定であり、第 2 項が詐害行為の否認、
第 3 項が偏頗行為の否認、第 4 項が無償行為の否認を定めていることがわかる。以下では、
各項の定める否認の対象となる行為、否認対象行為の時期、否認権行使の主観的要件等を
分析していく。
2.2.2．民法の定める法律行為の無効の一般的事由等
ウズベキスタン倒産法第 103 条第 1 項は、一般的規定で、法律の規定に違反してなされ
た法律行為の無効を、倒産手続開始後においても、無効と認定できることを定めている。
つまり、ウズベキスタン民法第 1 部 4 章（法律行為及び代理）2 款第 113－128 条の定める
法律行為の無効の一般的規定の倒産手続における適用可能性を宣言している。まず、
「外部
管財開始前に債務者により行われたものを含む債務者の法律行為」について分析してみよ
う。その法律行為のなされた時期を中心に考えてみると、ここで言われている法律行為を 2
つのグループに分けることができる。
1） 倒産手続開始までになされた法律行為。
2） 倒産手続が開始時から、外部管財手続が開始されるまでの間でなされた法律行為。
第 1 のグループの法律行為は、平常時においてなされた法律行為である。法律行為がな
された時点で、債務者に対して倒産手続が開始されておらず、債務者の財産管理処分権が
制限を受けない状態である。倒産手続が開始されていないため、当該法律行為に対し、倒
産法の規定は適用されない。また、平常時においてなされた法律行為であるため、民法の
定める法律行為の無効に関する一般的規定が適用される。第 103 条第 1 項の「法令の定め
る事由」とは、民法及びその他の法令の規定である。民法第 113 から第 128 条までの条文
は、法律行為の無効を規定している。民法の第 113 条第 1 項によると、｢法律行為は、本法
（民法）に定める事由により、裁判所の認定により無効とされ（取り消しうべき法律行為）
、
又は裁判所の認定の有無にかかわらず無効とされる（無効の法律行為、以下では絶対無効
行為という）｣としている65。この条文は、法律行為の無効の類型として、①取り消しうべ
き法律行為と②絶対無効行為を定めている。すなわち、倒産手続開始前に取り消しうべき
法律行為の取消事由が発生し、申立権者によってその取消請求がされずに、倒産手続が開
始された場合には、管財人がその取消事由をもって、当該取り消しうべき法律行為の無効
認定を請求できるようにされているのである。また、管財人は、手続開始前に行なわれた
65

丸山毅・ほか『ウズベキスタン民法典（邦訳）
』
、文部科学省科学研究費「アジア法整備支援」プロジェ
クト、
（名古屋大学法政国際教育協力研究センター、2004 年 2 月）42 頁。
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絶対無効行為に対する無効効果の適用をも申し立てることができる。また、法律行為の無
効の効果として、民法は、両方の原状回復を定めている。つまり、法律行為が無効である
場合には、いずれの当事者も、その法律行為によって受領した全てのものを相手方に返還
しなければならず、受領したものを現物で返還することができない場合（受領したものが
財物の利用、労務の提供または役務の提供であるときなど）は、その価格を金銭で返還し
なければならない（民法第 114 条第 2 項）
。以下では、各類型について個別に検討する。

1）取消しうべき法律行為

取り消しは、ひとまず有効に存在する法律行為を、取消権者の取消しの意思表示によっ
て、遡及的に無効にする単独行為である。取消しが行われるまでは、当該法律行為は有効
であり、当事者はお互いに対し、債権を有し、その履行を請求できる。また、履行された
ものの返還を請求することができない。しかし、法律行為が一旦取り消されると、その法
律行為は最初から存在しなかったとみなされ、その法律行為から発生した債権債務も遡及
的に消滅する。すでに履行された部分については、不当利得として返還の問題が生じるの
である66。取消しうべき法律行為の無効は、裁判所の認定によって確定される67。Makhmudov
によると、法律行為の取り消し可能性は、法律行為の有効性にとって意味のある何らかの
事実を証明することである。主として、意思の存在とそれが意思表示に正しく反映されて
いるかに関する問題、あるいは、法律行為を行うことについて後見人、保佐人の同意が存
在するか否かを証明することになる。取り消しうべき法律行為の認定が出来るのは裁判所
だけであり、裁判所決定が出るまでは、国家機関を含む何人も取り消しうべき法律行為を
無効と宣言することができない68。取消しうべき法律行為の無効確認の請求は、民法に定め
る者が提起することができる（第 113 条第 2 項）
。具体的な例として、法人の権利能力の範
囲を超えた法律行為の無効を規定する第 125 条が挙げられるが、この場合には、その法人
設立者（参加者）又は権限のある国家機関が、当該法律行為の無効確認の請求を提起する
ことができる。以下では、民法の定める取消しうべき法律行為等を類型化する。
表2
条文
第 118 条

民法の定める取り消しうべき法律行為の類型
法律行為

申立権者

14 歳以上 18 歳未満の未成年者が行った法律行

実親、養親又は保佐人

為

佐久間毅『民法の基礎 I 総則〔第 3 版〕
』
（有斐閣、2009 年）223 頁。
日本の民法法制度においては、取消しが取消権者の一方的意思表示によって行われるに対し、ウズベキ
スタンの場合には、当該取り消しうべき法律行為は、裁判所の認定をもって取り消される。
68 B. Makhmudov. 「法律行為の無効認定」
『企業活動に伴い行われる法律行為の無効について。
（JICA 地
域別集団研修「中央アジア地域比較法制研究セミナー」研究結果報告）
』I-137 頁。
66
67
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第 120 条

制限行為能力者による法律行為の無効

保佐人

第 121 条

自己の行為の意義を弁別できず、又は自己の行

当該市民、権利又は利益が害

為を制御できない市民が行った法律行為

された者

第 122 条

錯誤による行われた法律行為

当該行為を行った当事者

第 123 条

詐欺、強要、強迫もしくは当事者の一方の代理

被害者

人と相手方の通謀により行われた法律行為又
は過酷な事情のもとで行われた法律行為
第 125 条

法人の権利能力の範囲を超えた法律行為

当該法人の設立者（参加者）
又は権限のある国家機関

第 126 条

法律行為を行う権限の制限の効果

その制限により利益を得る
者

上で取り上げた条文は、民法の定める取消しうべき法律行為である。平常時において、
取り消しうべき法律行為の事由が存在すれば、それは、申立権者の訴えに基づいて、裁判
所により取り消される。しかし、当該法律行為が、平常時に取り消されないまま、倒産手
続が開始された場合には、その申立権は、債務者から倒産管財人に移転する。
ウズベキスタン倒産法は、個人（自然人）の破産を定めていないため、倒産法の対象と
なるのは、法人又は個人企業家のみである。表にあげられた条文の定める事由に基づき、
倒産管財人が、債務者の名を持って裁判所に訴えを提起する。これは、倒産管財人は当該
事由に基づく申立権を債務者から承継しているからである。倒産管財人が当該法律行為の
無効認定の請求を、自らの名を持ってするか、又は債務者の名を持ってするかは、その申
立権の時効に関係がある。つまり、倒産法は、平常時において発生し、倒産手続開始まで
に取り消されなかった取消しうべき法律行為を、倒産手続においても、取り消すことがで
きるとして、法律行為が無効とされる可能性を拡大している。しかし、民法の定める事由
は、一定の場合のみを規定しておらず、全債権者の権利及び利益を害する法律行為、債権
者間の平等を害する法律行為の無効を定めていない。次に、民法の定める法律行為の無効
の次の類型である絶対無効行為について考察する。

2）絶対無効行為

無効とは、事実として行われた法律行為を、法律上は、最初から存在しなかったものと
して扱うことである。その結果、当該法律行為に基づく債権も債務も発生しなかったこと
になる。したがって、未履行債務であるとして履行請求を受けた者は、これを拒むことが
できる。すでに行われた履行については、その巻き戻しが必要になる（不当利得の返還）6970。
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佐久間毅『民法の基礎 I 総則〔第 3 版〕
』
（有斐閣、2009 年 5 月）219 頁。
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絶対無効行為は、その無効に関連する結果を除き、法律効果をもたらさず、その行為の時
点から無効である（民法第 113 条第 3 項）。つまり、当該法律行為は、裁判所の無効認定に
関係なく無効であるから、申立権者は、無効の法律行為の効果の適用を求めて、訴えを提
起することになる。誰であっても、利害関係人である以上、当該無効効果の適用を請求す
ることができる71。以下の表は、絶対無効行為を定める民法の規定である。
表 3 民法の定める絶対無効行為の類型
条文

法律行為

申立権者

第 116 条

法令の要件を満たさない法律行為72

第 117 条

14 歳未満の者が行った法律行為

第 119 条

行為無能力者による法律行為の無効

第 124 条

架空及び仮装の法律行為

すべての利害関係人

上記の規定の中で、倒産法の定める否認と密接な関係があるのは、第 116 条である（同
内容の条文が、ロシア民法第 168 条においても定められている）
。この民法第 116 条（ロシ
ア民法第 168 条）は、公序良俗を定める日本民法第 90 条に類似している。どちらの規定も
一般条項73であり、法律関係を直接規制するものではない。ただし、ウズベキスタン民法第
116 条の対象が、特定法律の規定を違反する法律行為であるのに対し、日本民法第 90 条の
対象は、特定法律の規定によって規律されていない法律行為であるという点が異なってい
る。また、ウズベキスタン民法第 116 条を適用する場合は、特定法律の条文を参照しなけ
ればならないのに対し、日本民法第 90 条を適用する場合には、法律行為の無効が、判例に
基づく裁判官の解釈によって判断されるという点も異なっている。
ウズベキスタン民法では、この第 116 条をもって、倒産手続開始前の法律行為も、その
開始後の法律行為をも無効と認定することができる。この条文と一緒に適用される条文と
して、民法の他の規定、会社法や倒産法の規定等が挙げられる。例えば、口座からの支払
順位を定める民法第 784 条である。同条によると、口座に対して支払いを請求する全ての
債権を満足させるのに十分な残高が口座にある場合には、口座からの金銭の支払いは、顧
客の指図及び支払いに対する他の文書の到達順に従って行われる。一方、十分な残高が口
座にない場合には、金銭が支払われるべき順位を定めている。したがって、当該順位に該
当しない金銭の支払行為は、第 116 条に基づいて無効と認定されうる。また、会社法にお
Зокиров И.Б. Фуқаролик ҳуқуқи: Дарслик. I қисм. –Т., ТДЮИ нашриёти, 2009. 307 б.
Раҳмонқулов. Ҳ. Ўзбекистон Республикаси фуқаролик кодексининг биринчи қисмига умумий
тавсиф ва шарҳлар. Тошкент., «Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси»., 1997., 262 б.
72 民法第 116 条は、法令の要件を満たさず、法秩序または倫理の基本に故意に反する目的で行われた法律
行為の絶対無効性を定めており、その効果について、第 114 条第 2 項を類推適用する。ウズベキスタン民
法典（邦訳）39 頁。
73 一般条項とは、要件と効果がはっきりされていない条文であり、また、要件・効果の図式をとっていて
も、要件の内容が漠然としており、一義的に明らかにならないものである。佐久間毅『民法の基礎１総則』
（有斐閣、2009 年）195 頁。
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いては、会社による大規模取引の実施手続に違反して行われた法律行為が挙げられる。こ
の場合、会社法の大規模取引の実施手続を定める第 90 条及び民法の第 116 条に基づいて、
当該法律行為が無効と認定される。
これまでに述べてきたのは、倒産手続開始前に行われた法律行為の無効認定の例であっ
たが、民法第 116 条は、倒産手続が開始されてから行われた法律行為の無効認定にも適用
されうる。倒産法第 103 条第 1 項の定める外部管財開始前に債務者により行われたものを
含む債務者の法律行為とは、倒産手続開始後に、債務者が一時管財人又は裁判上再生支援
管財人の同意なしに行った法律行為（倒産法第 64 条第 2 項、第 81 条第 1 項等）を指して
いる。倒産法第 10 条によると、債権者は、経済裁判所が倒産認定の申立てを受理した時か
ら、債務者に対し個別的に債権の弁済を請求することができない。これに違反してなされ
た債務弁済行為の無効の請求は、民法の第 116 条（法令の要件を満たさない法律行為の無
効）に基づいて、外部管財人が経済裁判所に提起することができる。しかし、これは、民
法の一般的事由（民法第 116 条）とあわせて適用されるものであるから、倒産法の独自の
事由ではない。
上に見てきたように、民法の法律行為の無効に関する一般的規定を適用することによっ
て、倒産手続開始前またはその後の法律行為を無効と認定することができる。ただし、無
効と認定できる法律行為の範囲は限定されており、これは個々の法律の要件を侵害して法
律行為を行った場合のみである。また、ウズベキスタン民法典において、
「詐害行為取消権」
のような債権者の権利を直接侵害する法律行為の取消制度は設けられていない。そのため、
実務では、債権者の権利を侵害する法律行為を取り消そうとすれば、その法律行為が特定
の法律の要件に違反している場合にのみ無効と認定することができ、法律上、何の問題も
なく行われたものであれば、取り消すことができない。つまり、民法の一般的規定の負担
が重すぎて、場合によって、無理に適用される場合がある。
ロシアの 2009 年倒産法も、債務者の法律行為の無効に関して同様の規定を設けており、
倒産手続における民法の法律行為に関する一般的規定の適用可能性を定めていた。ロシア
の法学者の中でも、民法に一般的規定の負担が大きすぎることが主張され74、2009 年倒産法
改正直前に、最高仲裁裁判所が民法の規定を解釈し、債権者の権利及び法的利益を侵害す
る債務者の法律行為の取消可能性を認めたのである75。もちろん、倒産法も、詐害行為の否
認を定めていたが、法律行為の相手方が、利害関係人に限定されていることや内容が抽象
すぎることから、実務ではあまり使われていなかった。特に、倒産直前の債務者による財
産の廉価売却について、裁判官は、所有権の自由処分を定める民法の第 209 条第 2 項に基
づき、否認を否定していた。そのため、最高仲裁裁判所の解釈により、民事における権利
Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практики его применения / Под ред. В. В. Витрянского. –М.: Статут, 2010.
С.89-90.
75 Пункт 9 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. N 32 «О некоторых вопросах ,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральном законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
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濫用の不許可を定める民法第 10 条に基づいて、廉価売却等の詐害行為の否認が可能となっ
た。
ロシアの 2009 年改正倒産法は、
これまで述べてきたようなそれまでの解釈を明文化し、
倒産法の定める特別規定に基づく詐害行為の否認を認めたのである。しかし、ウズベキス
タン倒産法制実務では、そのような解釈がなされていないため、倒産法の定める否認の特
別事由がほとんど利用されておらず、民法の一般的規定に拠っている状況である。従って、
上述したロシアの倒産法制度において行われたような抜本的な改正作業が、ウズベキスタ
ン倒産法政にとっても不可欠な課題となっているといえよう。
第 103 条第 1 項は、取り消しうべき法律行為及び絶対的無効行為に関する民法の規定の
倒産手続における適用可能性を定めているため、当該の取り消しうべき法律行為及び絶対
的無効行為の無効認定及び無効効果の適用の訴えの出訴期限については、通常の出訴期限
（3 年）を定める民法第 150 条が適用される。法律行為がなされた時期について、特に規定
されていないため、当該法律行為の取消権または無効効果の適用請求権の行使時点より前
に行われたものであっても、取り消しまたは無効効果の適用の対象となると考えられる。
当該法律行為の相手方である第三者の地位が安定するのは、｢請求権が行使され、判決が確
定した場合｣と「請求権が時効によって消滅した場合」である。つまり、日本民法第 724 条
の定める除斥期間のような制度はない。
以上、法律行為の無効に一般的事由を定める民法の諸規定の倒産手続における適用可能
性について検討してきた。ただし、倒産手続における民法の当該の規定の適用が限定され
ており、民法の規定の要件を満たしていない詐害行為または偏頗行為は否認できない。以
下では、そのような詐害行為、偏頗行為及び無償行為の否認を定める倒産法の特別な事由
の個別的な考察を行う。
2.2.3．倒産法の定める否認の特別事由等
否認の対象となる行為は、2 つに分類される。財産を第三者に無償で贈与することや廉価
で売却することなど、全債権者に対する責任財産を絶対的に減少させる「詐害行為」と、
特定の債権者に対して弁済をなすような債権者平等に反する行為が「偏頗行為」である76。
以上、本項では、否認の特別事由である詐害行為及び偏頗行為の否認について検討する。

2.2.3.1．詐害行為の否認

1）否認の対象行為

76

伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1011 頁。
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倒産法第 103 条第 2 項によると、債務者が利害関係人を相手として行った法律行為は、
当該法律行為の結果、債権者に損害が生じた、または生じる可能性がある場合、管財人の
申立てに基づき、経済裁判所が無効であると認定できる。この「損害が生じる可能性」に
ついては、法律行為が締結されただけで履行されていない場合が挙げられる。この場合、
利害関係人との法律行為の効力に関し、訴訟を提起した外部管財人は、当該法律行為が履
行されると、債権者が損害を被ることを証明しなければならない77。この締結されただけで
履行されていない法律行為は、全債権者の利益を害するものであるため、詐害行為である。
同条第 2 項に基づいて、詐害行為を否認するためには、以下の要件を満たさなければなら
ない。
1) 当該法律行為が利害関係人を相手に行われたこと。
2) 当該法律行為の結果、債権者に損害が生じた、または生じる可能性あること。
この 2 つの要件も客観的要件であり、その 2 つの要件が同時に存在するとき、詐害行為の
否認が成立する。以下では、それぞれの要件を個別的に分析していく。
詐害行為は、第三者を相手に行われる場合も少なくないが、現行法は、倒産法第 19 条が、
利害関係人の範囲を定めており、その相手方を利害関係人に限定している。同条第 1 項は、
法人債務者に対する利害関係人、第 2 項は、個人企業家に対する利害関係人、第 3 項は、
管財人及び債権者に対する利害関係人の範囲を規定している。
以下の者が、法人債務者に対する利害関係人とみなされる。
1) 法令の定めにより、債務者を主導する法人または債務者に従属する法人78。
2) 債務者の代表者、監督委員会の構成員、合議執行機関の構成員、及び経理主任（経
理担当者）
。雇用契約が、倒産手続開始前の 1 年以内に終了している場合も含む。
3) 法人債務者の発起人（社員）
。
個人企業家である債務者の利害関係人と認められるのは、当該債務者の妻（夫）、 直系
尊属及び直系卑属、兄弟姉妹及びその卑属、妻（夫）の両親及び兄弟姉妹と理解される。
また、裁判所任命管財人及び債権者の利害関係人は、第 1 項及び第 2 項に従い定められ
る。そうであれば、倒産法は、債務者が行った法律行為の相手方を、上述の法人債務者の
内部者（インサイダー）や個人企業家の親戚に限定しているのであれば、それ以外の第三
者を相手に行われた法律行為は否認されるのだろうか。現行倒産法第 103 条の趣旨からす
れば、利害関係人以外の第三者と行われた詐害行為の否認は不可能である。倒産法注釈書
も、利害関係人の範囲について、第 17 条を参照している。そのような法律行為を、民法の
一般的規定に基づいて、無効と認定することができるが、債権者の権利を侵害する法律行

M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法注釈書』146 頁。
物的会社が従属会社とみなされるのは、当該物的会社に出資する会社が、議決権のある株式の 20％以上
の株式を保有する場合（主導会社）である。民法第 68 条第 1 項。
77
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為として、つまり、詐害行為として取り消すことができない79。この詐害行為の相手方に関
する問題は、ウズベキスタンでまだ指摘されていないが、同様の条文を設けていたロシア
の 2002 年倒産法に関しては、批判があった。例えば、グトニコワによると、詐害行為の相
手方を利害関係人の限定した立法者の意図が不明確である。債権者の権利を侵害するもの
であれば、利害関係人に限定されず、第三者と行われた法律行為も否認されるべきである80。
ウズベキスタン現行倒産法の定める詐害行為の次の要件は、｢債権者に生じた、または生
じる可能性のある損害｣である。立法者は、この損害の意義を具体化していない。最高裁判
所総会決議等においても、その損害の具体的な定義がないため、裁判官は、当該規定の適
用に消極的である。この場合、民法の定める法律行為の無効の一般的事由等があれば、当
該法律行為を無効と認定できるが、その事由がなければ、有効のままである。同様の条文
を設けていたロシアの 2002 年倒産法の下では、財産の廉価売却など、配当の元となる倒産
財団を減少させる法律行為を「債権者に生じた、または生じる可能性がある損害」として
否認を認めた裁判官もいたし、財産処分権の自由を定めるロシア民法第 209 条に基づき、
否認を否定した裁判官もいた。実務における「債権者に生じる損害」の解釈が統一されて
いなかったのである。そのため、ロシアの 2009 年改正倒産法は、詐害行為の積極的要件の
一つである「債権者への損害」の代わりに、
「非等価的反対給付の履行」や「債権者の財産
権の侵害」等の新しい要件を導入した。その新しい改正の内容については、第 3 章におけ
るロシアの倒産法の紹介とともに論じる。
ここで、企業活動に伴い行われる法律行為の無効について、2008 年 12 月に行われた JICA
地域別集団研修「中央アジア地域比較法制研究セミナー」で出題された事例 81を紹介する。
この事例の分析をもって、実務において上述の詐害行為が如何に理解されているのかを検
討する。
事例 1
食料品の小売業を営んでいた A 社が、倒産認定の申立ての 2 週間前に、自社所有の事務所
を第三者 N に売却した（当時、売買契約自体は、法令上正しく締結された）
。その後、倒産
事件が開始し、清算手続が開始され、清算管財人が任命された。当該法律行為が否認され
る可能性はあるのか。
回答
当該事務所売却が無効となる可能性について、ウズベキスタン側の参加者は、当該売却は
有効であると回答している。売却価格が相当な価格であった場合について、何も回答され

ウズベキスタン民法は、日本民法第 424 条が定める「詐害行為取消権」のような条文を設けていない。
もし、規定していたのであれば、倒産手続開始前の債務者の詐害行為は、債権者の申立てに基づき、裁判
所によって取り消されると思われる。
80 Гутникова. А. С. Оспаривание сделок в ходе конкурсного производства. «Законодательство», N
7, июль 2003 г.// СПС Консультант Плюс.
81 JICA 地域別集団研修「中央アジア地域比較法制研究セミナー」研究結果報告（独立行政法人国際協力
機構大阪国際センター、2011 年 8 月）I-12 頁。
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ていない。この事例は、倒産法に照らして見れば、詐害行為に当たる行為である。倒産手
続開始申立の 2 週間前に行われていることから、直接倒産状態の発生を招いた、またはそ
の発生後に行われたものである可能性が高い。つまり、倒産手続開始の直前に行われ、詐
害行為である可能性が高い法律行為であっても、否認の対象にならず、有効な法律行為と
なっている。結果として、ある詐害行為が倒産状態を招く法律行為であれ、又は、形式的
危機時期に行われた法律行為であれ、103 条第 2 項の適用はなく、否認できないということ
になる。法律行為自体が法令に違反してなされており、その状況が続いて倒産手続につな
がった場合には、外部管財人は民法の法律行為の無効に関する条文に基づき、当該法律行
為に対する無効の効果の適用を求めることができる。しかし、法律行為は、通常、法令に
違反して締結される場合が少ないから、その法令上有効になされた法律行為は、詐害行為
であっても、否認されないことになる82。

次の事件は、経済裁判所で実際に審理されたものであり、第三者を相手に行われた財産
の譲渡行為の例として挙げられる。ただ、経済裁判所は、詐害行為の否認を定める第 103
条第 2 項を適用せず、民法第 116 条（法令の要件を満たさない法律行為の無効）に基づい
て無効としたのである。ただ、その第 116 条の定める事由がなければ、当該事件が如何に
解決されるのだろうか。以下では、これについて検討する。
事件１
A 会社は、税務当局の申立てにより、2010 年 5 月 28 日付の経済裁判所の決定に基づいて、
倒産と認定され、清算手続が開始された。当該 A 会社が、国家予算及び予算以外の基金に
対し約 5 億（約 25 万米ドル）スムの金銭債務を持っており、2009 年 5 月 11 日に、税務当
局によって当該金銭債務の支払請求があった。しかし、法令で定められた 30 日以内に、A
会社が税務当局の支払請求を履行しなかった。
その後、税務当局が経済裁判所に訴えを提起し、裁判所は、2009 年 11 月 26 日の判決を
もって、税務当局の A 会社に対する金銭債権を認定し、その金銭額を A 会社の財産から徴
収することを決定した。ただし、経済裁判所の判決があるにもかかわらず、A 会社は 2009
年 10 月 1 日に締結された相互譲渡受領証書に基づき、4 億 9800 万スムの機械を B 会社に譲
渡した。当該相互譲渡受領証書の元となったのは、2004 年 4 月 1 日に、A 会社及び B 会社
間で締結された相互協力協定であり、当該協定に基づいて、2009 年 12 月 31 日時点で、そ
れまでの全ての利益、費用及び支払われた税金額が A 会社及び B 会社の間で平等に分配さ
れることとなっていた。
A 会社と B 会社が同じ建物で事務所を持っているため、当該建物に関する電気料金及び賃
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貸料を B 会社が支払ってきた。2009 年 10 月 1 日に締結された相互譲渡受領証書に基づき、
B 会社が支払ってき費用の分配として、A 会社がその 4 億 9800 万スムの機械を B 会社に渡
した。この場合、国家予算及び予算以外の基金に関する金銭債権の優先的弁済を定める下
位法令（｢経済主体の銀行口座から金銭の支払手続について｣の政令及び「経済主体の国家
予算に対する金銭債務の弁済手続について」の政令等）の要件が違反された。
A 会社の清算管財人は、上述の下位法令の違反を理由及び民法第 116 条に基づいて、A 会
社及び B 会社間で締結された 2009 年 10 月 1 日の相互譲渡受領証書の無効認定を請求し、
当該請求が経済裁判所によって認定された83。
上記の事件は、下位法令の違反に基づく無効性を度外視すれば、詐害行為の典型的な例
である。裁判所の執行文書によって確定された債権が有り、それは全債権の大部分を示し
ているが、弁済の元となる財産が第三者である B 会社に譲渡された。この場合、金銭債権
を有する税務当局の利益（国家予算）が明らかに侵害されており、その税金等の優先的な
弁済を定める下位法令の違反や民法第 116 条に基づいて、当該法律行為が無効と認定され
ている。しかし、税務当局の代わりに普通の債権者がおり、法令上の要件等も違反されて
いなかったら、結果はどうなっただろうか。事例１で分析したように、当該法律行為が有
効とされ、詐害行為が否認できなかっただろう。その理由は、詐害行為の否認を定める倒
産法第 103 条第 2 項が、第三者を相手に行われた法律行為の否認を定めていないからであ
る。
次の事件は、倒産手続開始前に他の会社の資本へ出資を無効とするものであるが、この
事件も、上記の事件の同様に法令の要件を満たさず、民法第 116 条に基づいて無効と認定
されている。
事件 2
S 会社が新しく設立され、その出資者として、A 会社がその S 会社の資本金の 21.45％（92
万 1600 米ドル）を、B 会社が 78.20％（335 万 9328 米ドル）を、C 会社が 0.35％（1 万 5076
米ドル）を出資した。この場合、A 会社の出資は、当該会社の不動産を出資することによっ
て支払われた。
2009 年 9 月 14 日付の経済裁判所の判決をもって、B 会社と D 銀行間で和議契約が締結さ
れ、B 会社が D 銀行の債権の弁済として、S 会社における 78.20％の持分を譲渡した。その
結果、S 会社の出資者が変更され、A 会社、D 銀行及び C 会社となった。
2010 年 3 月 31 日に行われた S 会社の臨時社員総会において、A 会社及び D 銀行が S 会社
から退社する旨を宣言し、A 会社がその持分の返還として、出資された不動産の払戻しを請
求した。A 会社及び D 銀行間の相互協定に基づいて、当該不動産が D 銀行に譲渡され、その
後、新しく設立される E 会社の資本に、A 会社の持分として出資されることであった。その
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時の A 会社の持分（不動産）の価格が 16 億 7300 万スムであると評価された。
2010 年 6 月 2 日付の経済裁判所の決定をもって、A 会社が倒産と認定され、清算手続が
開始された。また、2010 年 12 月 24 日に、E 会社が新しく設立され、A 会社の当該不動産が
D 銀行によって、E 会社の資本に出資されたが、倒産手続が開始されているため、A 会社が
出資者として記載されなかった。それで、A 会社の清算管財人は、不動産価格の評価手続を
定める法令の規定が違反されたことを理由に、2010 年 3 月 31 日に行われた S 会社の臨時社
員総会決定の無効及びその決定に基づく当該不動産の譲渡の無効認定を請求した。この場
合、A 会社の資本に国の持分が含まれており（41.68％）
、評価手続法第 11 条によると、強
制的評価手続が必要であった。また、また、株式会社法第 82 条によると、財産の市場価格
の評価、他の会社の資本への参加等の法律行為を行うことは、株式会社の監督機関の権限
とされているが、当該事件においては、上述法令の規定が違反されていた。その違反を理
由に、A 会社の清算管財人が S 会社の臨時総会決定の無効及びその決定に基づいて行われた
財産（不動産）の譲渡の無効認定を請求した。
結果として、当該臨時総会決定及びその決定に基づく財産の譲渡が、経済裁判所に判決
によって無効と認定され、法律行為の無効効果に関する規定が適用された84。
事件 3 では、財産の評価手続及び他の会社の資本における参加を定める法令の違反があ
るために、出資としての財産譲渡行為が無効と認定されたが、上述の法令違反を度外視す
れば、詐害行為の典型的な例である。つまり、倒産手続が開始される前に、会社の財産が
堂々と譲渡されており、結果として債権の弁済の元となる責任財産がなくなったのである。
倒産手続開始前に、第三者を相手に行われた法律行為の否認が可能であれば、上述の法令
違反がなくても、問題なく否認できたであろうが、ウズベキスタン現行倒産法が第三者と
の法律行為の否認を定めていないため、この事件のような場合、否認は不可能であると考
えられる。
また、同条第 4 項は、倒産手続開始後に、又はその倒産認定申立の提出前の 6 ヶ月以内
に行われ、社員の脱退に伴い持分を支払戻すこととなる法律行為の否認を規定している。
この行為は、払い戻された持分の対価として債務者に何も返ってこないことから、無償行
為の一種であると考えられる。しかし、ここで問題になるのは、当該行為の性質とその相
手方である。持分の払い戻すこととなる法律行為は、無償行為の一種であるが、その他の
財産の贈与行為等を含んでいない。また、法律行為の相手方の問題である。同条第 4 項は、
社員の脱退に伴う持分を払い戻すこととなる法律行為を否認するものであるから、それ以
外の第三者に対してなされる無償行為を否認するものではない。したがって、同条第 4 項
の定める否認対象行為の範囲を拡大させ、贈与契約等の他の無償行為をも否認の対象とす
るべきである。その理由は、無償行為の詐害性が高いこと、また当該無償行為の相手方で
ある第三者が無償で利益を取得し、債務者に利益がないことである。
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これまで、ウズベキスタン倒産法第 103 条第 2 項の定める詐害行為の否認の分析を行っ
てきた。同条第 2 項は、詐害行為の否認の要件として、①法律行為が利害関係人を相手に
行われたことと、②当該法律行為の結果、債権者に損害が生じた、または生じる可能性が
あることを定めている。ただ、相手方の範囲の限定及び債権者への損害等の抽象的な要件
下では、詐害行為の否認が現実的に不可能となり、実務において機能していない。この場
合、民法その他の法令の要件を満たさない事実があれば、民法の法律行為の無効に関する
一般的規定に基づいて無効と認定できるが、法律行為が正しく成立されている場合も少な
くなく、法律行為が債権者の権利及び利益を侵害するものであっても、何もできない状態
になるであろう。ここで、否認の対象である詐害行為自体の性質を検討したが、以下では、
当該行為が行われた時期及び当時の債務者と第三者の主観について考察する。
2）否認対象行為の時期
否認に関する時期の問題として、対象行為が行われた時期と出訴期限の問題がある。前
者は、法律行為が倒産手続開始からどれぐらい前になされたかという問題であり、後者は、
否認申立権者がその権利を行使できるのかはいつまでかというの問題である。
倒産手続が開始されてから、債務者の財産管理処分権が完全に管財人に移転するか、又
は一定の制限（一定の行為について管財人の同意が必要となる）を受けることになる。債
務者がその制限を超えて法律行為をなした場合、又は無権で法律行為をなした場合には、
当該行為はその管理処分権の制限又は移転を定める法令に違反してなされた行為となり、
当然無効となる。そのため、実際に倒産手続が開始されてから、債務者が自由に行える行
為は考えられない。否認制度は、倒産手続開始前の法律行為を否認することを目的として
いる。それはつまり、当該法律行為が行われた時点において、否認権を行使できるわけで
はなく、倒産手続が開始されてから事後的に否認されることになるのである。倒産手続開
始前になされたものであれば、いつの法律行為であっても、否認されるわけではない。そ
の否認できる法律行為がなされた時期と否認できない法律行為がなされた時期を区別する
ときに、債権者の権利の保護と取引の安全の調整が必要である。否認の行使について、法
律行為がなされる時期は次の通りに分類することができる。
1） 実質的危機前（支払不能がすでに発生し、又は発生することが確実に予測される時期）
の時期
2） 形式的危機時期の発生時から倒産認定の申立ての受理又は倒産手続開始までの時期
3） 倒産認定申立ての受理又は倒産手続開始後の時期
1 番目の類型である形式的危機時期が発生するまでの法律行為は、債権者の権利を侵害す
るものとは考えられないため、否認されない。形式的危機時期前になされた法律行為は、
当該法律行為の相手方である第三者の権利の侵害となる。その結果、取引の安全が支障を
受け、民事取引における相互信頼関係を弱めることになる。3 番目の類型である倒産認定申
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立ての受理後又は倒産手続開始後の法律行為は、債務者の財産管理処分権の制限を超えて、
又は無権でなされることから、そもそも無効な行為であり、これらに対して、法律行為の
無効の効果を適用すればよい。しかし、2 番目の類型である形式的危機時期から倒産認定の
申立ての受理までの法律行為は、債務者の財産処分権も制限されておらず、有効になされ
るから、簡単には無効と認定できない。法律行為を否認できるかどうかは、その法律行為
がなされる時期によるのである。
第 103 条第 2 項は、債務者が利害関係人を相手に行い、結果として、債権者に損害を生
じた、又は生じる可能性のある法律行為の否認を定めている。同項は、否認の行使の時期
的範囲について、明確に言及していない。では、明確な規定がなければ、解釈によって、
倒産手続開始前の法律行為にも適用できるのだろうか。もちろん、詐害行為の定義を広義
で解釈し、その時期を延長すれば、当該条文がそのまま使えると考えられる。しかし、詐
害行為の否認要件の問題もあるものの、実務においては、現行条文の定める否認可能性さ
え活用されていない状態である。これに関して、具体的裁判例はないが、上述の事例 1 に
おいては、倒産手続開始の 2 週間前に行われた債務者不動産の売却行為の否認可能性につ
いて、ウズベク側の答えは否定的であった。しかし、当該売却行為は、倒産手続開始直前
に行われており、倒産状態を招いた、又はその倒産状態の発生後に行われた可能性が高い。
また、ウズベキスタン法制度では、日本の詐害行為取消権のような債権者の財産権を侵害
するとの理由に基づく法律行為の取消制度がないため、裁判官は、同条文の適用に消極的
であると考えられる。筆者がタシケント市経済裁判所で行った裁判例検索に際し、詐害行
為の否認を定める第 103 条第 2 項を適用した裁判例は一件もなかった。したがって、法令
上、正しく締結された法律行為であれば、否認できないという結果になると考えられる。
しかし、債権者の最大限の満足を目指す倒産法制度の目的を達成するためには、倒産手続
開始前の詐害行為の否認も不可欠であり、現行法の諸問題を解決するにあたって、詐害行
為の時期も考慮されるだと考えられる。
ウズベキスタン倒産法第 103 条第 4 項は、倒産手続開始後、又は倒産認定の申立提出前
の 6 ヶ月以内に行われ、社員の脱退に伴う持分の払い戻すこととなる法律行為、いわゆる
無償行為の否認を定めている。同条第 4 項の時期的要件は、当該行為が倒産認定の申立提
出前の 6 ヶ月以内になされていることである。第 103 条の定める否認の対象となる法律行
為の類型の中では、第 4 項のみが倒産手続開始前の法律行為の否認を認めている。その理
由として、当該行為の履行が、債権者の権利及び法的利益を害することが挙げられている。
また、そのような「最近の法律行為」が履行されると、債務者の財産のある部分が、債権
者への弁済資金にならず、逸失してしまうと説明されている85。無償行為の詐害性が高いと
いうこともあるが、ここで、問題になるのは、倒産手続開始後の持分払戻行為の否認性で
ある。倒産法第 63 条によると、監視手続開始の効果として、法人から脱退することに伴っ
た法人債務者の発起人（社員）の持分払戻請求権が債務者の財産から弁済されることは禁
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止されている。債権弁済順位を定める第 134 条第 1 項により、法人債務者の発起人（社員）
は、債権の弁済及び倒産事件の費用の支払後に残った財産、及び、清算過程において売却
されなかった財産を受けることとなっているが、第 103 条第 4 項は、倒産手続開始後の発
起人（社員）への持分払戻行為の否認性を定めている。つまり、当該持分払戻行為は、逆
に要件が満たされない限り、否認されないという意味である。ここで、持分払戻行為の絶
対無効性を定める第 63 条第 1 項第 2 号と当該行為の否認性（取消の可能性）を定める第 103
条第 4 項の矛盾が生じてくる。この問題は、ウズベキスタン倒産法注釈書作成過程におい
ても指摘されているが、｢本条規定（第 103 条第 4 項）は、そのような法律行為は無効と認
定されるべきであると定めているため、外部管財人は、経済裁判所に対し、その無効認定
を申し立てなければならない｣と回答し、問題をそのまま残している。これは、立法作業の
失敗であり、倒産手続開始後の持分払戻行為の絶対無効性を定めることによって、解決さ
れると思われる。
倒産手続開始前の持分払戻行為の否認性が認められているのは、ロシア及び日本の倒産
法制度の規定と同様である。この場合、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度の日本の
倒産法制度との違いは、倒産手続開始前に行われた法律行為の時期が「支払停止」または
「破産手続開始申立」の発生時点から始まるのではなく、｢倒産手続開始申立提出前、倒産
手続開始申立受理前｣の一定の期間内に行われた法律行為を否認できるとされている点で
ある。つまり、日本の破産法第 160 条第 3 項は、
「支払停止等があった後またはその前の 6
ヶ月間」以内になされた、債務者の無償行為の否認を定めているが、ウズベキスタン倒産
法（第 103 条第 4 項）及びロシアの倒産法（第 61 条の 2 の第 1 項及び第 2 項）では、倒産
手続開始前86の一定の期間内に行われた法律行為の否認可能性を定めている。その一定の期
間は、取引の安全を図るためのものであり、その期間前の法律行為の有効性を認めること
によって、第三者の権利が保護されるのである。支払停止が倒産手続開始申立提出（また
は受理）時点より前に発生しうることを考えれば、日本の破産法における無償行為の否認
の時期が長い。したがって、支払停止前の無償行為も否認できる。しかし、ウズベキスタ
ン倒産法及びロシアの倒産法の場合、否認対象行為の時期の出発点が「倒産手続開始申立
等」とされているため、時期が短くなる。より広い範囲の無償行為を否認できるようにす
るため、否認対象行為の時期の出発点を「支払停止等」に設定すべきである。ウズベキス
タン倒産法の定める詐害行為及び偏頗行為の否認を倒産手続開始前の法律行為にも拡張す
るのであれば、
「支払停止等」が否認権行使の出発点として設定すべきである。否認対象行
為の時期の範囲が明確になり、実務における適用が容易になると思われる。この場合、取
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無償行為の時期を定めるウズベキスタン倒産法及びロシア倒産法の規定は異なる。ロシア倒産法は、無
償行為の否認を明文化していないが、ロシア最高仲裁裁判所総会決議第 63 号第 8 項は、
「反対給付を伴わ
ない法律行為は、第 61 条 2 の第 2 項に基づいて否認される」としている。また、反対給付を伴わない法律
行為の例として、贈与契約、債務保証契約、担保契約が挙げられている。Пункт 8 постановления Пленума
ВАС РФ от 23.12.2010. N 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.I
Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) »».
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引の安全及び第三者の権利を保護するために、現行法のように、一定の期間を定めれば良
いのである。
最後に、否認対象行為の時期に関する根本的な疑問を検討する。疑問に思われるのは、
立法者が、なぜ無償行為について倒産手続開始前の法律行為の否認を認め、第 2 項の定め
る詐害行為や第 3 項の定める偏頗行為について倒産手続開始前の法律行為の否認を認めな
かったのかということである。取引の安全を図るため、倒産手続開始後の法律行為しか否
認できないとされたのは理解できるが、債権者の権利を十分に保護しようとすれば、否認
の可能性を手続開始前の法律行為にも拡張すべきである。もちろん、この場合、債権者の
権利と第三者の権利の調整が必要であるため、それは、否認の主観的要件によって可能に
なると考えられる。
以上、債権者の権利の効果的な保護に関する詐害行為の否認の問題を見てきたが、以下
で、債権者と詐害行為の相手方である第三者の権利の調整手段である主観的要件について
検討する。
3）否認権行使の主観的要件
ウズベキスタン倒産法第 103 条は、否認権行使の主観的要件を定めていない。ロシアの
倒産法制度の紹介においても取り上げるが、否認の要件には客観的要件と主観的要件があ
り、2009 年改正まで、ロシアの倒産法の定める否認制度は、客観的要件のみを規定してい
た。ウズベキスタン倒産法は、同様の条文を未だに設けており、否認の要件として、客観
的要件しか定めていない。
ロシア及び日本の倒産法制度において定められている詐害行為の否認の主観的な要件等
は、債権者の財産権を害する債務者の害意と｢債務者の当該害意または債務者が形式的危機
時期に入っていること｣に対する相手方の悪意である。ウズベキスタン倒産法第 103 条第 2
項は、詐害行為の相手方を利害関係人に限定していることや、実務では、倒産手続開始前
に行われた法律行為に適用されていないことから、債務者の害意及びその相手方である利
害関係人の悪意等の主観的要件が定められていないことは、合理的である。しかし、当該
条文の適用を倒産手続開始前の法律行為まで、またその相手方を利害関係人だけではなく、
第三者にも拡大していけば、主観的要件の必要性が生じる。つまり、倒産手続前の段階で
あるため、債務者が形式的危機時期に陥っていることを知らずに、法律行為を行った者が
いた場合には、それらの権利の保護の問題が出てくるのである。また、相手方を利害関係
人の他に、第三者まで拡大させていった場合、第三者が債務者の内部的状態を知る機会が
あまりないから、それを知らずに、法律行為を締結した第三者の権利の保護の問題が登場
する。
ウズベキスタン倒産法は、否認の主観的要件等を定めていないが、民法典は、善意であ
る第三者の権利を保護するために、一定の場合に限り、主観的要件を設けている。1 番目の
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例は、法律行為を行う権限の制限の効果を定める民法第 126 条である。この条文によると、
委任状もしくは法律に定められる権限または法律行為を行う状況から明白に認められる権
限と比較して、個人が法律行為を行う権限が契約により制限され、または、法人の機関が
法律行為を行う権限が設立文書により制限されている場合において、当該個人または法人
の機関がその制限を超えて法律行為を行ったときは、その制限から利益を得る者の訴えに
よって、裁判所は、当該法律行為を無効と認定することができる。ただ、裁判所がその法
律行為を無効と認定できるのは、当該法律行為の相手方がその制限を知り、または明らか
に知り得べきであったことが証明された場合のみである。つまり、相手方が制限について
悪意であった場合にのみ、当該法律行為の無効を認め、逆に相手方が善意である場合には、
無効と認定できないことになって降り、善意の第三者の権利が保護されている。
2 番目の例は、善意の取得者に対する財産の返還請求を定める民法第 229 条である。当該
条文によると、財産を譲渡する権利を有さない者から、取得者がそれを知らず、かつ、知
りえずに当該財産を有償で取得した場合（善意の取得者）において、①所有者もしくは所
有者が財産を占有させた者が財産を免失し、②所有者もしくは占有者から財産が窃取され、
または③他の方法で所有者もしくは占有者から、その意思によらずに財産が離脱したとき
は、所有者は取得者に対して財産の返還を請求することができる。つまり、財産を処分す
る権限を有しない者から財産を受けた取得者は善意であり、上記の①、②または③の事実
がない場合には、当該法律行為が無効と認定されないのである。これらの例は、民法の定
める規定であり、その法律行為の無効事由をも民法が定めており、倒産手続において適用
できるか否かが興味深い点である。筆者は、上記条文の要件等が具備されている場合には、
適用可能であると考える。ただし、上述の条文は、個別の場合しか規定していないため、
債権者の権利を侵害するなど、一般的な条件における適用は、不可能であると考えられる。
もちろん、詐害行為の否認の主観的要件を設ける前に、それよりも重要な課題である否認
の対象行為及び行為の時期等の改正が必要である。それらの諸問題が改正されて初めて、
善意の第三者の権利保護の手段として、主観的要件の制定が必要になるのである。否認の
主観的要件について、次に検討する偏頗行為の否認においても個別に触れることにする。
無法行為の否認を定める第 103 条第 4 項は、社員の脱退に伴う持分払戻行為の否認を定
めている。倒産直前の持分払戻行為は無償行為の一種であり、その詐害性が高いことから、
否認の主観的な要件が定められておらず、それは日本の破産法と同様である。
以上、第 103 条第 2 項の定める詐害行為の否認について、その否認の対象行為、法律行
為が行われた時期と詐害行為否認の主観的要件を中心に、分析してきた。以下で、偏頗行
為の否認について検討する。

2.2.3.2．偏頗行為の否認
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1）否認の対象行為
倒産法第 103 条第 3 項によると、特定の債権者の金銭債権を優先的に弁済することとな
る債務者の一部の債権者、又はその他の者を相手に行った法律行為は、外部管財人又は債
権者の申立てに基づいて、経済裁判所により無効と認定されうる。当該法律行為が否認さ
れるための要件は、①当該法律行為が倒産認定の申立受理後に行われたこと、②債務者が
特定の債権者又はその他の者を相手に行ったこと、③一部の債権者の債権を優先的弁済す
ることとなることである。①については、以下の否認対象行為の時期のところで取り上げ
ることにする。ここで、行為自体の性質を見てみる。当該行為は、倒産手続における債権
者平等に反する行為であるから、偏頗行為である。偏頗行為の例として、既存の債務につ
いて担保を供与すること、また債務の消滅に関する行為等が挙げられるが、同条第 3 項は、
それを具体化していない。ウズベキスタン倒産法注釈書においては、その例として、倒産
認定申立受理後に行われ、特定の債権者の債権を優先的に弁済する法律行為として、倒産
手続開始前に生じた債務について（倒産手続開始後に）担保を設定すること87が挙げられて
いる。
「中央アジア地域比較法制セミナー」88の 2008 年の研究報告書においても、例として、
同じ担保設定行為が挙げられており、同条第 3 項は、特定債権者への弁済には適用されな
いと述べられている。なぜならば、倒産法第 10 条によると、債権者は、経済裁判所が倒産
認定の申立てを受理した時から、債務者に対し個別に債権の弁済を請求することができな
い事となっている。つまり、倒産認定申立受理後の債務の弁済行為は、民法第 116 条に基
づき、倒産法第 10 条に違反する行為として、そもそも無効な行為となる。そのため、同条
第 3 項は、倒産手続開始後の債務弁済行為については、適用されない。この場合、外部管
財人は、経済裁判所に対し、法律行為の無効認定ではなく、無効効果の適用を求めること
になる。それで、特定の債権者の金銭債権の優先的弁済となる法律行為として、既存の債
務についてなされる担保の供与行為のみが考えられる。また、倒産手続開始前の債務弁済
行為を、当該弁済行為が債権者間の平等を害するものとして、否認することができない。
これを、以下の事例で見てみる。当該事例は、2008 年 12 月に、企業活動に伴い行われる法
律行為の無効について行われた JICA 地域別集団研修「中央アジア地域比較法制研究セミナ
ー」において、研究課題として設定されたものである。
事例 2
食料品の小売業を営んでいたＡ社が、倒産認定の申立ての 2 週間前に、有限会社である卸
売業者Ｍに対してのみ、納入食料品の代金 5 万米ドルを支払っていた。その後、倒産事件
が開始し、清算手続が開始され、清算管財人が選任された。この行為は、債務の消滅に関
する行為で、偏頗行為に当たる。倒産手続開始の 2 週間前に行われた食料品代金支払が無
M. K. Azimov・ほか『ウズベキスタン共和国倒産法注釈書』
（Yangi asr avlodi, 2007 年）146 頁。
「中央アジア地域比較法制セミナー」は、中央アジア 4 カ国（カザフスタン、キルギス、タジキスタン、
ウズベキスタン）を対象として、独立行政法人国際協力機構（JICA）が行ったものである。
87
88

49

効となる可能性についての質問に、ウズベキスタン側の答えは否定的であった。彼らは、
当該行為に関し「支払は有効である」と回答した。その研修の参加者である Boboev は、
「清
算管財人は、5 万ドルの弁済が債権者の権利を侵害して行われたと考えるのであれば、この
弁済が行われる元となった契約の無効認定を求める訴状を裁判所に提出しなければならな
い。なぜならば、弁済自体の合法性、正当性は、経済裁判所の審理の対象となりえないか
らである。また、倒産法第 102 条により、当該弁済が約定の履行期限に行われたものであ
れば、管財人がこの契約の履行を拒否するための要因はないということを考慮する必要が
ある。
」と述べている89。

この事例で回答されている「清算管財人は、5 万ドルの弁済が債権者の権利を侵害して行
われたと考えるのであれば、この弁済が行われる元となった契約の無効認定を求める訴状
を裁判所に提出しなければならない」というのは、民法の定める法律行為の無効に関する
一般的規定に基づき、当該弁済行為を無効と認定できるということである。ただし、上で
見てきたように、民法の規定も一定の場合に限り、法律行為の無効を定めているので、法
律上、正確に締結された法律行為が無効と認定されるはずがない。また、
「弁済自体の合法
性、正当性は、経済裁判所の審理の対象となりえない」というのは、裁判所が、当該弁済
行為を、特定の債権者の債権の優先的な取扱いとなり、債権者間の平等を侵害するものと
して審理しないということである。上記の事例の場合、倒産認定申立時から 2 週間前の弁
済行為が、約定の履行期限に行われたものであり、当該弁済行為の元となる売買契約に法
律上の問題がなければ、有効のままである。納入契約自体は、法令上正しく締結されてい
る場合、法令に違反してなされた法律行為の無効を定める民法の事由がないから、当該法
律行為を否認できないということになる。このことから、倒産手続開始の直前になされた
債務の消滅に関する行為であっても、否認の対象にならないことが分かる。
第 103 条第 2 項は、倒産手続開始後の偏頗行為の否認を定めているが、2009 年改正まで
のロシアの倒産法も、ほぼ同様の規定を設けていた。異なる点の一つは、否認対象行為の
時期であった。つまり、ロシアの倒産法は、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内になされた偏頗
行為の否認を定めていた。また、ウズベキスタンにおける倒産法制実務では、偏頗行為の
類型として、倒産手続開始後の担保設定行為のみが挙げられたが、当時のロシアの倒産法
専門家及び学者の中では、偏頗行為の類型として、倒産手続開始前の担保設定行為ととも
に、相殺、解除料、更改による債務消滅行為も挙げられていた。ロシアの倒産法における
偏頗行為について次の章で取り上げることにし、ここで、ウズベキスタン倒産法制度にお
ける債務消滅行為について検討する。以上の事例において、倒産手続開始前の債務弁済行
為を分析した。以下では、相殺について検討する。
F. Boboev. （倒産時における法律行為の無効（問題 2 の回答を含む）
）
『中央アジア地域比較法制セミナ
ー』
（独立行政法人国際協力機構（JICA）
、2011 年）
、I-161 頁。
89
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事例 3
2009 年 6 月 4 日に、A 社は、自らの N 不動産を B 社に譲渡した。反対給付の弁済責任を C
社が負担し、当該不動産の価格である（約 5200 米ドル）1050 万スムの支払債務が、A 社及
び C 社間に相殺により消滅した。C 社は、A 社に対し、3 万 5096 米ドルの金銭債権を有して
おり、当該相殺によって、C 社の金銭債権は 1050 万スム相当額に減少した。
2010 年 1 月 6 日付の経済裁判所の決定をもって、A 社が倒産と認定され、清算手続が開
始された。同年 2 月 26 日に経済裁判所によって選任された清算管財人 S は、当該の N 不動
産譲渡が法令の定めた評価手続に違反して行われたものであると主張し、当該譲渡契約の
無効認定を申し立てた。清算管財人の主張によると、当該不動産の譲渡については、強制
的評価手続が行われておらず、評価手続法の規定に違反していた。
裁判所は、当該紛争に適用される条文として倒産法第 103 条を取り上げ、
「債権者の権利
が侵害されること（第 103 条第 2 項）
」と「当該法律行為の結果、特定の債権者の債権が優
先的に弁済されること（第 103 条第 3 項）
」を無効認定の要件であると主張した。また、請
求原因が、反対給付の履行ではなく、法律行為自体の性質に関するものであることから、C
社を事件に関与させず、事件を審理した。
A 社の債権登録簿を見ると、B 社の債権が総裁権の 14.7％、C 社の債権が 80.4％を占めて
いる。これに基づき、裁判所は債権者の権利が侵害されておらず、特定の債権者の債権の
優先的弁済がないと判断した。また、清算管財人が主張した評価手続の違反もないとし、
当該法律行為の無効認定請求を棄却した90。
この裁判例における清算管財人の請求は、倒産手続開始前に行われた偏頗行為の否認請
求である。ただし、ウズベキスタン倒産法は、倒産手続開始前のへ偏頗行為の否認を定め
ていないため、清算管財人は、評価手続法の違反をもって、当該不動産譲渡行為の無効認
定を請求したのである。ここで、三つの疑問点が考えられる。一つ目の疑問点として考え
られるのは、裁判所は清算管財人が主張した法令違反と異なる無効事由を取り上げたこと
である。二つ目の疑問点は、倒産法第 103 条第 3 項は、倒産手続開始後の偏頗行為の否認
を定めるものであるが、それを倒産手続開始前の法律行為の否認事由としたことである。
三つ目の疑問点は、14.7％の債権を有する債権者である B 社が不動産を受けとり、80.4％
の債権を有する債権者 C 社の債権の一部が相殺にによって消滅したことが、偏頗行為とみ
なされていないことである。また、反対給付の履行行為ではなく、法律行為自体を否認の
対象としていることから、法律行為以外の行為の否認が不可能であることが分かる。上記
の事例で見たように、実務における倒産法の規定の適用は必ずしも一致しない。
もう一つの問題点は、倒産法は「優先的な弁済」の意義を明確にしていない。この点は、
ウズベク法学者の間であまり議論されていないが、ロシアの法学者の間ではしばしば議論
90

タシケント市経済裁判所 N 10－1004/11358 倒産事件。
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されてきた話題である。ウズベキスタン倒産法と同様の規定を設けていたロシアの 2002 年
倒産法においても、
「優先的な弁済」は定義されていなかった。1998 年倒産法では具体的な
定義がないため、当該規定の広義の解釈が可能となり、特定順位の債権の順以外での弁済
行為すべてが優先的な弁済であると考えられていたが91、2009 年改正倒産法は、特定債権の
優先的弁済の推定規定を設けた。その推定規定については、次章で検討する。ウズベキス
タン倒産法の定める偏頗行為の改正に当たり、倒産法の規定及び最高経済裁判所総会決議
等において、債権の優先的な弁済に当たる場合等を明白に示すべきであると考えられる。
以上、偏頗行為の内容について検討し、その偏頗行為の実務における理解度や適用状況
について見てきた。以下で、否認対象としての偏頗行為のなされた時期について分析する。
2）否認対象行為の時期
ウズベキスタン倒産法第 103 条第 3 項は、倒産認定の申立ての受理後に行われた偏頗行
為の否認を定めている。同項は、偏頗行為否認の要件として、①偏頗行為が倒産認定の申
立ての受理後に行われたこと、②債務者が特定の債権者又はその他の者を相手に偏頗行為
行ったこと、③当該法律行為の結果、一部の債権者の債権が優先的に弁済されていること
を定めている。前項では、②及び③の要件について分析した。以下では、①の偏頗行為の
時期について分析する。①の要件は、法律行為がなされた時期を倒産認定の申立ての受理
後に限定している。ウズベキスタン倒産法注釈書では、倒産認定申立受理後の偏頗行為の
類型として、既存の債権に設定される担保契約のみが挙げられている。つまり、債権者へ
の個別的な債務弁済行為は、倒産法第 10 条第 1 項により、禁止されており、また、相殺に
よる債務者の金銭債務の消滅は、倒産法第 134 条（債権弁済の一般順位）及び第 169 条（特
定の範疇に属する法人債務者の倒産に関する債権の弁済）の定める弁済順位に反する場合、
許されていない。
倒産手続開始前の偏頗行為の実務における取扱について、
事例 4 及び事例 5 で見てきた。
事例 4 は、倒産手続開始前の債務弁済行為の例であり、当該事例において、倒産手続開始
時点から 2 週間前に行われた債務弁済行為が有効とされている。例外として、法令の要件
に反する場合、民法の法律行為の無効に関する一般的規定を適用して、当該偏頗行為を無
効と認定できるが、法令上正しく行われていれば、当該偏偏頗行為を無効にはできない。
事例 5 は、倒産手続開始前の相殺に関する事件であり、事件の趣旨から、倒産法上、倒産
手続開始前の相殺が禁止されていないことが分かる。また、偏頗行為の否認を定める第 103
条第 3 項は、手続開始後の法律行為を対象としているにもかかわらず、裁判官は、その条
文を手続開始前の相殺に適用したことも、明確ではない。この事例では最終的に、特定債
権者の債権の優先的な弁済を可能とした相殺が、有効だと認定され、債権者の権利が侵害

Телюкина. М. В. Конкурсное право. Теория и практика несостоятельности (банкротства). –
Москва, 2002 г. С. 291.
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されていないと判断された。このように、実務における倒産法の規定、特に法律行為の否
認を定める第 103 条の適用は統一化されていないことが分かる。ある裁判官は、第 103 条
第 3 項を、倒産手続開始前の法律行為にも適用し、ある裁判官は適用しない状況となって
いるのである。
以上、倒産手続開始前またその後の偏頗行為の対象及び時期について見てきた。その偏
頗行為否認の対象及び時期は、優先的な弁済を受けた特定債権者に対し、残りの債権者の
権利を保護するものであるが、一定の場合において、その特定債権者の権利保護の問題が
出てくる。その対立する権利を調整する手段として、偏頗行為否認の主観的要件等があり、
それについて以下で分析する。
3）否認権行使の主観的要件
第 103 条第 3 項は、偏頗行為として債務弁済に関する法律行為を対象としておらず、ま
た、否認対象行為の時期からしても、倒産認定申立の受理後の担保の供与行為のみを対象
としていることから、債権者の悪意を要件としていないことは問題ではない。しかし、否
認権の対象として、債務弁済行為が認められ、また時的範囲が倒産認定の受理前の段階ま
で延長されれば、善意の債権者の権利保護の問題が生じてくる。つまり、現行法の定める
偏頗行為の否認に当たっては、否認の主観的要件は問題にならないかもしれないが、否認
制度の総合的改正によって、倒産手続開始前の偏頗行為の否認が可能となったときに、そ
れに合わせて主観的要件も考慮されるべきである。
偏頗行為否認の主観的要件に関し、2002 年ロシアの倒産法は、ウズベキスタン倒産法と
同様の規定を設けていた。しかも、ロシアの倒産法においては、倒産手続開始前の 6 ヶ月
以内に行われた偏頗行為の否認も可能であった。倒産手続開始前の 6 ヶ月以内に行われた
行為の否認に関しては、主観的要件が定められておらず、全てが客観的要件で解決されて
きたわけである。最高仲裁裁判所総会決議においても、特定債権者の主観が、偏頗行為の
否認に影響しないと言及されている92。その後、2009 年の改正をもって、否認制度が抜本的
に改正され、偏頗行為の否認に関し、主観的要件が導入された。これは、倒産手続開始前
の短期間（6 ヶ月）においてなされた偏頗行為の否認については、主観的要件がなく、客観
的要件のみで処理され、倒産手続開始前の長期間（3 年間）においてなされた偏頗行為につ
いては、主観的要件（支払停止または倒産手続開始に関する相手方の善意）が設けられる
というものであった。その詳細については、次章で検討するが、ウズベキスタン倒産法の
定める偏頗行為の改正にあたって、善意の債権者の権利保護の手段として、主観的要件も
配慮されるべきだと考えられる。

С. В. Пшеничников. Вопросы и ответы по статье 103 Закона «О банкротстве». Июль 2007 г. //
СПС Консультант Плюс. Постановление Президиума ВАС РФ от 18.01.2005 по делу N 11119/04,
Постановление ФАС Уральского округа от 17.10.2006 N Ф09-9177/06-С4 по делу А71-120/2005-Г26.
92

53

以上、否認対象行為の基本的類型である詐害行為及び偏頗行為を、その対象行為、行為
がなされた時期及び主観的要件等について検討してきた。以下で、その詐害行為及び偏頗
行為が否認された場合の効果について考察する。また、否認権の行使に関する手続的事項
についても分析する。
2.3．否認の効果
第 103 条は、法律行為の否認の特別効果について何も言及していない。つまり、倒産手
続における法律行為の否認を、民法の定める法律行為の無効制度と同視し、その効果につ
いても、民法の法律行為の無効の効果に関する規定の適用を定めている。法律行為の無効
の効果を定めている民法第 114 条第 2 項によると、法律行為が無効である場合には、いず
れの当事者も、その法律行為によって受領した全ての物を相手に返還しなければならず、
受領した物を現物で返還することができないとき（受領したものが財物の利用、労務の提
供または役務の提供であるときなど）は、その価格を金銭で返還しなければならないとさ
れている（相互原状回復）
。この条文を、現行第 103 条に基づく法律行為の否認に適用すれ
ば、倒産財団から逸出した財産が返還され、否認の目的が一部達成される。しかし、民法
第 114 条第 2 項は、相互原状回復を定めているので、相手方の反対給付をも同時に返還し
なければならないことになる。条文を見ていると、相手方の権利が十分に保護され、相互
原状回復により、自らが行った反対給付を請求できるように見えるが、実務では、反対給
付が返還されず、倒産法の定める債権弁済順位にしたがって弁済する場合がある。例えば、
事例 2 において、A 社と B 社間の法律行為が無効と認定されたが、A 社の電気料金や賃貸料
金を払ってきた B 社の反対給付について何も言及されていない。相互原状回復が適用され
れば、B 社が支払ってきた料金等の費用も返還されるべきであるが、判決ではこれについて
何も書かれていない。結果として、倒産財団から失われた財産が返還されるが、相手方の
反対給付が返還されず、損害を被ることになるのである。したがって、詐害行為及び偏頗
行為並びに相手方の善意または悪意による、否認の効果を定めるべきである。
2009 年改正まで、ロシアの倒産法は、ウズベキスタン倒産法と同様の規定を設けていた
が、2009 年改正をもって、否認の特別効果を定めた。すなわち、否認の主観的要件等が定
められていない場合には、相手方の反対給付請求権に基づく債権を第 3 順位で弁済し、主
観的要件が設けられている場合（相手方の悪意）には、その債権の弁済を第 3 順位後にし
ている。悪意の相手方への制裁として、特別効果が設けられたのである。その詳細につい
ては、次の章で詳しく検討することにし、ウズベキスタン倒産法における否認権行使の手
続的事項の分析に移る。
2.4．否認権の行使に関する手続上の諸問題

54

2.4.1．監視及び裁判上再生支援手続における否認権の行使
ウズベキスタン倒産法第 66 条第 1 項第 1 号によると、一時管財人は、経済裁判所に対し、
自己の名において、法令の定める要件に違反して債務者が締結又は履行した法律行為につ
いての無効認定及び無効な法律行為に対する無効効果の適用を申し立てることができる。
また、倒産法第 79 条第 第 5 項は、債務者の一定の法律行為及び決定に関する管財人の同
意権を定めており、第 81 条は管財人の当該同意なしに行われた債務者の法律行為の無効認
定の可能性を規定している。ただし、これは、倒産手続が開始されてから実施される監視
手続、または裁判上再生支援手続において、一時管財人または再生管財人の同意なしに行
った債務者の法律行為の無効のことである。つまり、倒産手続開始前に行われた法律行為
の否認を定めるものではない。これらの倒産手続において、債務者の財産管理処分権は奪
われておらず、管財人の役割は監督にとどまっている状態である。しかし、債務者がその
権限を乱用し、債権者への配当の元となる財産をむやみに処分できないように、一定の制
限がかけられている。これは、倒産手続開始後の法律行為であるから、当然なことであろ
う。ここでは、監視手続及び裁判上再生支援手続において、否認権の行使について注目し、
これを検討したい。
監視手続は、再建型でも清算型でもない、中立的な手続であり、本格的な倒産手続開始へ
の準備段階と言える。この手続を実施する一時管財人は、債務者の財産の保全措置を申し
立てたり、債務者の財務諸表を取り調べ、再生の可能性があるかどうかを確認したりする。
また、裁判上再生支援手続は、DIP（Debtor in Possession）型倒産手続であり、債務者の
財産管理処分権を維持しながら、再生を図る手続である。この段階で、すでに倒産手続が
始まっているため、詐害行為及び偏頗行為をより速く否認し、失われた財産を倒産財団に
返還させることが、債務者に適用される具体的な倒産手続の選択や再生支援手続の実施に
当たり、重要な課題だと考えられる。そのため、外部管財手続や清算手続のみではなく、
監視及び裁判上再生支援手続等においても、否認制度の導入が必要である。
2.4.2．証明責任の問題
ウズベキスタン経済訴訟法典第 55 条によると、事件参加者は、それぞれ、自らが請求及
び異議の根拠として引き合いに出す状況を立証しなければならない93。当該原則に従い、
倒産法は、否認権の行使にあたって、詐害行為による債権者の権利の侵害及び偏頗行為に
よる特定債権者の債権の優先的な弁済等の証明責任を管財人の責任としている。ウズベキ
スタン倒産法第 103 条は、否認の要件として客観的要件のみを定めており、相手方の善意
（悪意）等、主観的な要件を規定していない。また、同条第 2 項は、利害関係人との法律
行為の否認を定めているが、当該法律行為の否認に当たり、利害関係人の主観は不要とさ
93
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れている。つまり、法律行為を否認するための要件として、その相手方が利害関係人であ
ることが十分であるとみなされており、当該法律行為の結果、債権者に損害が生じたか、
または生じる可能性があるときは、法律行為が否認される。これらの詐害行為の性質、時
期及び主観的要件について、2.2.3.1.で分析した。否認制度を改正する際、債権者の権利
保護及び第三者の利益を調整する手段として、法律行為の相手方、法律行為の時期や主観
的要件等が総合的に改正されるべきである。その改正内容の一部として、否認の主観的要
件等が導入された場合、その証明責任についても考える必要性がある。法律行為の相手方
が第三者である場合には、否認の証明責任を管財人が負担しても問題はないが、その相手
方が債務者の利害関係人や内部者である場合には、証明責任の転換によって管財人の負担
を和らげ、債務者と一定の関係にある利害関係人や内部者に、その証明責任を任せるべき
である。
偏頗行為の否認においても、当該行為の相手方が利害関係人や内部者である場合があり
うる。現行倒産法は、偏頗行為の否認の主観的要件等を規定していないが、改正によって
主観的要件が導入されれば、証明責任の転換を配慮する必要性が生じるのである。
2.4.3．否認事件の審理
ウズベキスタン共和国最高経済裁判所総会決議第 14 第 2 号 26 項は、債務者が締結した
法律行為に対する裁判所任命管財人の無効認定及び無効の効果の適用の請求は、経済訴訟
法又は民事訴訟法の定める一般手続に従い、倒産事件の枠外で審理されるとしている94。
否認事件が倒産事件の枠外で審理された際の問題の一つに、管轄の問題がある。ウズベ
キスタン経済訴訟法典第 27 条第 1 項によると、訴えは、被告の所在地を管轄する経済裁判
所に提起される95。また、同条第 2 項は、独立した下部団体の活動に端を発する法人への訴
えが、独立した下部団体の所在地を管轄する経済裁判所に提起されることを定めている。
また、第 30 条は、破産事件を管轄する裁判所を規定しており、団体や市民の破産に関する
事件が、債務者の所在地を管轄する経済裁判所により審理されるとしている。第 30 条の分
析からすれば、倒産事件は債務者の所在地を管轄する裁判所において審理されるが、倒産
事件の枠外で審理される否認事件は、被告の所在地を管轄する裁判所において審理される
ことになるのである。つまり、結果として債務者の法律行為を否認しようとする管財人は、
当該法律行為の相手方である被告の所在地を管轄する裁判所に、否認の訴えを提起しなけ
ればならないことになる。しかし、債務者が法人である場合には、多数の契約関係が存在
すると考えられるため、否認事件が倒産事件の管轄裁判所と異なる裁判所で審理されるこ
とは、否認事件の迅速な解決を困難にし、法律行為の否認制度の現実性に支障を生じさせ
2006 年 1 月 27 日付「ウズベキスタン共和国倒産法の経済裁判所による適用に伴う諸問題について」の
ウズベキスタン共和国最高経済裁判所総会決議第 14 第 2 号 26 項。
95 香取潤「ウズベキスタン共和国経済訴訟法典（仮訳）
」
（ICD NEWS 第 15 号（2004 年 5 月号）
。
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るのである。当該問題の解決策として、否認事件の倒産事件を管轄する裁判所における審
理を定め、管財人が集中的にその権限を活用できるようにすべきと考えられる。
否認事件の審理に関する次の問題は、否認権行使の方法である。詐害行為の否認を定め
る倒産法第 103 条第 2 項も、偏頗行為の否認を定める同条第 3 項も、持分の払戻行為の否
認を定める同条第 4 項も、
管財人または債権者の申立による法律行為の否認を定めている。
つまり、否認権行使の手段として、管財人または債権者の訴えによることしか定められて
いない。ただ、倒産事件において、債務者の財産処分または契約上の義務履行に関する訴
訟が、債権者や第三者によって提起される場合があるので、管財人による迅速な対応の方
法を考えなければならない。例えば、倒産手続開始前の債務者の財産処分行為に関し、第
三者が訴えを提起した場合に、その行為を否認するために、管財人が否認の訴えを提起し
なければならないことは、裁判費用を増加させ、紛争の解決が遅れるという結果をもたら
す。逆に、第三者が提起した訴訟において、抗弁等による迅速な対応が可能であれば、紛
争の迅速な解決が可能となり、手続費用も抑えられることになる。
否認権行使の手続に関するもう一つの問題は、債権者による否認権行使である96。倒産法
第 103 条第 3 項（偏頗行為の否認）及び第 4 項（持分払戻行為の否認）における否認権は、
管財人97とともに債権者にも与えられている。管財人が否認権を行使する場合には、経済裁
判所に訴えを弁護士等の代理人を通じて提起する必要はない98。債権者が否認権を行使する
場合には、法人であれば管財人と同じように代理人が不要であり、自然人であれば否認権
を個人的にまたは代理人を通じて行使することができる99。債権者による否認権の行使は 2
つの問題をもたらすと考えられる。一番目の問題は、債権者平等の問題である。つまり、
債権者は、倒産手続の開始前であれば、自らの債権を個別に請求することができるが、倒
産手続が開始されてからは、全債権者利益の調整の必要性が出てくるため、個別の請求は
制限される。そのため、全債権者に代わり、管財人がその権限を行使することによって、
全債権者の利益の調整が可能となる。これには、債権者による否認権の行使によって、逸
出した財産が破産財団に返還され、債権者の個別的な債権の請求にならないという意見も
ありうる。しかし、その場合、債権者による否認の行使の手続的問題が生じる。つまり、
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ウズベキスタン倒産法は債務者の法律行為の否認を外部管財手続と清算手続における行使を定めている
ため、否認権を行使できるのは、外部管財人、清算管財人及び債権者である。債権者については、債務者
の全ての債権者が否認行使権を持っておらず、外部管財手続または清算手続における債権者のみが否認権
を行使できると考えられる。
97 債務者が締結した法律行為に対する裁判所任命管財人の無効認定及び無効の効果の適用の請求は経済訴
訟法典又は民事訴訟法典の定める一般手続に従い、倒産事件の枠外で審理される。2006 年 1 月 27 日付ウ
ズベキスタン共和国最高経済裁判所総会の第 142 号「ウズベキスタン共和国倒産法の経済裁判所による適
用に伴う諸問題について」の決議第 26 項。
98 ウズベキスタン経済訴訟法典第 49 条第１項によると、経済裁判所での団体の事務は、法又は設立文書
により与えられた権限の範囲内で活動するその機関及びその代理人が執り行う。香取潤「ウズベキスタン
共和国経済訴訟法典（仮訳）
」
（ICD NEWS 第 15 号（2004 年）
。
99 市民は、経済裁判所における自らの事務を個人的に、又は代理人を通じて執り行う。市民の事件への個
人的な参加は、市民が事件に関して代理人をもつ権利を奪わない（ウズベキスタン経済訴訟法典第 49 条第
3 項）
。香取潤「ウズベキスタン共和国経済訴訟法典（仮訳）
」（ICD NEWS 第 15 号（2004 年）
。
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債務者の倒産状態について、最も多い情報を有しており、それを適切に処理し、否認権を
行使できるのは、管財人であり、債権者ではないのである。また、否認手続が一定の債権
者により開始され、債権者の敗訴として終結した場合、目的物が当該債権者により処分さ
れたことにもなる。これは、結局、倒産手続上の債権者平等原則を侵害する。ロシアにお
いては、同様の規定を設けていた 2002 年倒産法の当該規定が批判され100、2009 年改正倒産
法において、否認権は管財人の権限とされた。批判の内容は、偏頗行為の否認において、
債権者がお互いの債権の元となる法律行為を否認しようとし、否認権が乱用されるという
ことであった。上述の問題点の解決策として、否認権を管財人に付与したり、その行使の
他の方法を備えたりする必要があると考えられる。
小括
本章では、ウズベキスタン倒産法制度の概要及びその法律行為の否認制度について検討
してきた。ウズベキスタン法制度における倒産法制度は、比較的新しい法分野であり、法
律が成立されてからの時間が短いこともあり、当該分野における法的理論や実務は未だ蓄
積されていない。また、倒産法を含む私法制度の発展に大きな支障を与えているのは、ビ
ジネスに関する考え方が遅れていることである。将来、日本や他の先進国のように、ビジ
ネスが発達し、外国投資が増え、国内生産が発展してくるのであれば、その分野において
発生する経済紛争の迅速な解決の必要性が生まれる。現状では、倒産手続の重要な手段で
ある否認に関する諸問題もあまり認識されておらず、国内の学者の中でもあまり議論され
ていない。ただし、ロシアの倒産法制度の最近の動きや改正作業から、ウズベキスタン倒
産法の定める否認制度も近く改正されるであろうと考えられる。以下では、現行倒産法の
概要や否認制度の問題点の分析をまとめ、次のロシアの倒産法制度の分析に移りたい。
第 1 節では、ウズベキスタン倒産法制度の歴史やその一般的な概要について分析し、倒
産手続に係わる機関等の役割や権限について考察した。次に、倒産手続開始原因について
検討し、現行法の定める「支払停止」手続開始原因の問題点を明確にした。ウズベキスタ
ン倒産法第 4 条によると、債権の弁済期が到来してから 3 ヶ月以内に支払われないことを
倒産兆候とし、法人については、当該債権額が最低賃金の 500 倍以上であることを「倒産
手続開始原因」として定めている。ここで問題なのは、企業の規模が配慮されていないこ
とである。つまり、大企業に対しては、最低賃金の 500 場合に相当する債権額は、そんな
に大きな債権ではない。場合によって、固定資産、流動資産があるにもかかわらず、現金
がない場合があるかもしれない。この場合、最低賃金 500 倍の債権が支払われていないこ
とを理由に、大企業等に対して倒産手続が開始され、債務者のその後の運命が債権者集会
Щербакова М. Новые возможности кредиторов по оспариванию сделок и взысканию долгов
при банкротстве // Горячая линия бухгалтера, 2009. N 21-22. Комментарий к Федеральному
закону «О несостаятельности (банкротстве)». Постатейный / Бушев А.Ю., Городов О.А.,
Ковалевская Н.С. и др.; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 3-е изд. – Москва: Проспект, 2011. С. 250.
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によって決まってしまう｡ロシア現行倒産法も一定の債権額（法人については、10 万ルーブ
ル）が支払われていないことを倒産手続開始原因として定めている｡ロシアの学者は、上述
の手続開始原因を乱用して、債務者企業の所有権を取得しようとされる問題について指摘
している101｡したがって、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度における手続開始原因を
再検討する必要があると考えられる｡これは、債務者の権利を保護するとともに、倒産手続
開始前に行われる法律行為の相手方の安全な地位を図り、予見可能性が高まると思われる｡
第 2 節では、否認権行使の実体法的事項の分析を行い、その基本類型である詐害行為及
び偏頗行為の各要件について検討した。具体的に、詐害行為否認の問題として、①否認対
象行為の相手方、②行為が行われた時期及び③主観的要件に関する諸問題を取り上げ、そ
れを裁判例や研修事例をもって明らかにした。ウズベキスタン倒産法第 103 条第 2 項は、
詐害行為の否認を定めているが、その相手方を利害関係人に限定している。つまり、利害
関係人以外の者を相手に行われた法律行為の否認は不可能である。また、相手方が利害関
係人であるため、主観的要件も定められていない。法律行為のなされた時期に関しては、
時期が限定されていないから、倒産手続開始前の全ての法律行為が対象となると考えられ
る。上述の問題があり、倒産法の規定が適用しにくかったため、実務で民法の法律行為の
無効に関する一般的な規定に基づいて法律行為を無効と認定する場合が多く見られた。偏
頗行為に関しても、①その否認の対象行為、②行為がなされた時期及び③主観的要件等の
諸問題を取り上げ、実務に照らしながら検討を行った。偏頗行為の否認を定める第 103 条
第 3 項は、否認対象行為を特定債権者の金銭債権に限定している。つまり、金銭債権以外
の債権の偏頗的弁済は、対象とならない。否認対象行為の時期に関しては、倒産手続開始
後の法律行為のみを対象としているため、倒産手続開始前の実質的危機時期においてなさ
れた偏頗行為を否認できない。また、偏頗行為の対象は、倒産手続開始後の法律行為のみ
であるため、否認の主観的要件等が定められていない。
第 3 節では、否認権行使の効果について考察し、現行倒産法が定めている相互原状回復
に関する問題を取り上げた。相互原状回復のルールから、法律行為の相手方である第三者
の権利が十分に保護されているように見えるが、実務において反対給付が返還されず、第
三者が損害を被ることを指摘した。まず、基本的な問題としては、反対給付の取扱いであ
る。ウズベキスタン倒産法の下では、否認された法律行為によって失われた財産は倒産財
団に返還されるが、その反対給付は返還されない。つまり、反対給付が倒産財団に現存し
ているか否か関係なく、相手方が債権弁済順位にしたがって反対給付の返還を請求できる。
その根拠は、外部管財手続において債権弁済に対するモラトリアムを定める第 93 条及び清
算手続開始の効果を定める第 125 条に基づく債権弁済の禁止である。結果として、法律行
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これに対して、日本破産法は、破産手続の開始原因として支払不能（法人の倒産の場合、それに加えて
債務超過）を規定しており、当該支払不能の内容は、
「弁済期に到来した債権を一般的・継続的に支払えな
い状況」である｡もちろん、破産法は倒産法制度の一つの法律であり、その他に民事再生法や会社更生法も
あるが、それらに法律においても債務者に対する手続の開始が、一定の債権額が支払われないことによる
ものではなく、総括的に判断されるものである｡
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為が否認され、相手方が当該法律行為によって受領した全てのものを倒産財団に返還して
も、自らの反対給付の返還を自由に請求できないこととなっている。
次の第 4 節では、否認権行使の手続的問題を取り上げた。最初に指摘した問題は、否認
権の監視及び裁判上再生支援手続における行使に関する問題であり、現行法の下では、当
該手続における否認権の行使は不可能である。次の手続的問題は、否認権行使の主観的要
件の証明責任に関する問題である。もちろん、現行法は否認の主観的要件等を定めていな
いが、債権者及び第三者の権利の調整手段として主観的要件が規定されたら、証明責任の
問題が登場する。最後に、否認の審理に関する諸問題、①否認事件の管轄裁判所、②否認
権行使の方法及び③債権者による否認について検討し、それぞれの問題点を明らかにした。
①については、否認事件は倒産手続外において審理されるため、当該否認事件の管轄は、
経済訴訟法典及び民事訴訟法典の一般的規定に基づいて決まる。その結果、管財人は倒産
事件を審理している裁判所以外の裁判所でも出頭する必要があり、迅速な処理が遅れる。
②の否認権行使の問題は、その行使方法が訴えによる方法に限定されていることである。
抗弁による行使、日本の破産法が定める請求による行使のような、より簡便な行使方法が
必要である。③の問題は、債権者にも否認行使権が付与されていることである。この問題
は、次に取り上げるロシアの倒産法制度においても指摘するが、債権者による否認権行使
の乱用のおそれや債権者が否認権を十分に行使できないという問題がある。そのため、否
認行使権は管財人の権限とする方が合理的である。
また、冒頭で、ウズベキスタンにおける倒産法制度がより新しい分野であることやその
適用経験が未だ蓄積されていないことを指摘した。したがって、同様の否認制度の設けて
いたロシアの倒産法を分析したい。ロシアの倒産法は 2009 年に抜本的に改正され、その否
認制度がより詳しく規定された。そこで、ウズベキスタン倒産法の現状の問題を明らかに
し、その解決策を図るにあたって参考となるロシアの倒産法制度及びその否認制度の検討
に移る。
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3．ロシアの倒産法の概要及び否認制度
3.1．ロシアの倒産法制度の紹介
3.1.1．倒産法制度の歴史
以下では、ロシアの倒産法制度の現在に至るまでの経緯について記述する。倒産法制度
の歴史を取り上げる理由は、各時代における倒産法制度の目的、その重視する価値観やそ
の社会における役割を分析しつつ、当該倒産法の定める法律行為の否認権の内容を明らか
にするためである。また、法律行為の否認に当たり、衝突する利益等の調整が如何に図ら
れたかを明確にするためにも、歴史についての考察が必要であると考えられる。
ロシアの倒産法制度の発展段階は 3 つに分けられる。各段階における倒産法制度は、当
時の社会の背景を反映した特徴を持っている。
1) 1917 年革命前の倒産法制度
2) ソビエト時代（1917 から 1991 年まで）における倒産法制度
3) 1991 年以降のロシア連邦倒産法制度
最初に、1917 年革命前のロシアの倒産法制度について述べる。ロシアの倒産法制度の最
初の芽は 15、16 世紀のロシア帝国裁判例集や 1649 年の教会規則等まで遡る102。その後、約
90 年後の 1740 年に次の倒産規則が定められたが、これは施行されなかった。倒産法制度の
本格的な発達は、商取引の発展と時期を同じくし、1800 年に倒産規則、1832 年に承認倒産
法が制定され、後者が革命後の 1927 年 10 月 25 日まで、倒産関係を規制してきた。革命前
の倒産法制度は、商人倒産手続と一般倒産手続を別々に定めていた。その分け方は、倒産
事件の管轄とも深く関わっている。つまり、商人倒産事件の審理は、当時の経済裁判所の
管轄に属しており、一般倒産事件は、通常裁判所の管轄とされていたのである。また、各
裁判所における倒産事件の審理及び倒産認定の効果の違いもあった。
1917 年から 1991 年までのソビエト時代において、
倒産法制度がなかったとは言えないが、
その適用や法的性質に関する解釈は異なっていた。革命直後の最初のソビエト時代には商
取引がなかったため、債務不履行もなく、倒産法制度の必要性もなかった。1921 年からの
新経済政策の実施によって民間商取引が許され、その結果として債務不履行が発生し始め
て、倒産法に対する需要が高まってきた。1922 年ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国民
法典は、持分会社及び自然人の倒産に関する実体法的事項を定めた。その続きとして、当
時の民事訴訟法典に、法人、個人企業家及び自然人の倒産に関する手続的事項を定める第
38 節（1927 年）
、国家企業および国家持分が含まれている企業の倒産を定める第 39 節が加
えられ、ソビエト時代の最初の倒産法制度が出来上がったのである103。
Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. – Москва: «Статут», 2000. С. 69.
Попондопуло. В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование: Научно-практическое пособие.
–Москва: Проспект, 2013. С. 26.
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当時の法学者が指摘するように、当時の倒産法制度は、債権者に手続主導権を与えてき
た革命前の制度とは異なり、倒産法制度における労働者及び国の利益を保護する手段とし
ての役割が大きかった104。倒産手続開始申立権は、債務者と債権者の他に、裁判所、検察官、
特別国家機関にも付与されていた。債権者にはあまり権限が与えられておらず、手続実施
における国家機関の役割が多かった。事件の規模、債務者企業の財産や当該債務者に対す
る国家の利害の範囲に基づき、倒産事件を管轄する裁判所が確定されていた105。
新経済政策から経済計画主義への移行によって、社会における倒産法制度の必要性が下
がり、当時の民法典及び民事訴訟法典の倒産手続に関する規定が不要なものになってしま
った。結局、1960 年代に行われた民事法令分野における改革によって、倒産手続に関する
規定が廃止された。
ソ連解体後のロシア連邦の最初の倒産法関連法令は、1992 年 7 月 14 日付の「倒産状態に
ある国家企業の健全化及び維持措置並びに当該企業に対する特別手続の適用について」の
大統領令106であった。この法令は、支払不能に対する行政的措置のみを定めていたため、実
務において幅広く普及しなかった。また、その大統領令には、自然人の倒産についての規
定がなかった。1992 年 11 月 19 日に、最初のロシア連邦倒産法（3929 号のロシア連邦企業
倒産法、以下では、1992 年倒産法という）の制定107によって、当該大統領令は廃止された。
1992 年倒産法は、手続の対象として、営利活動を行う法人及び個人企業家の倒産を定めて
いた。当該倒産法に基づき、大統領令や政令、倒産事件を管轄する特別国家機関等の決定
など、数多くの下位法令が定められたが、当時の学者によると、民間及び国家企業の倒産
に関し、異なる基準を定めたものとして、当該下位法令の 1992 年倒産法と矛盾するところ
が多かった108。
1992 年倒産法は、上述の問題を持っていたため、制定当時から倒産法改正作業が始まっ
ていた。
その作業の結果として出来上がった 1998 年 1 月 8 日付 6 号のロシア連邦倒産法（以
下では、1998 年倒産法という）109は、1998 年ウズベキスタン倒産法のように、CIS 諸国国
会間委員会のモデル倒産法に基づいて制定されたものである110。1998 年倒産法の特徴は、
個人企業家でない自然人の倒産を定めたことである。また、倒産事件の審理の規定を定め

Клейнман. А. Ф. О несостоятельности частных лиц по советскому процессуальному праву.
Иркутск, 1929. С. 4.
105 Васильев. Е. А. О законодательном регулировании признания несостоятельности
предприятия // Советское государство и право. 1998. N 3.
106 Указ Президента РФ от 14 июня 1992 г. N 623 «О мерах по поддержке и оздоровлению
несостоятельных государственных предприятий (банкротов) и применение к ним специальных
процедур». Ведомости РФ. 1992. N 25. Ст. 1419.
107 Закон РФ от 19.11.1992 N 3929-1 "О несостоятельности (банкротстве) предприятий". СЗ РФ.
1993. N 1.
108 Попондопуло. В. Ф. Конкурсное право. Правовое регулирование несостоятельности
(банкротства) предпринимателей. СПб., 1995. С. 18.
109 Федеральный закон от 08.01.1998 N 6-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)". СЗ РФ. 1998. N
2. Ст. 222.
110 松嶋希会 「ロシア・中央アジア諸国における倒産法制」
（ICD NEWS 第 3 第 4 号、2009 年 3 月）
92 頁。時期的に、ロシア倒産法が前に制定された。
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たことで、倒産手続の実施がより明確になり、これに伴い倒産事件数が増加し始めた。特
別分野の経済主体の倒産を規制するために、1999 年 2 月 25 日付｢金融機関の倒産について」
の法律（以下では、金融機関倒産法という）
、同年 6 月 24 日に｢石油電気分野における自然
独占企業の倒産の特殊性について｣の法律等が制定され、管財人資格制度の導入など、倒産
法の手続的事項の大幅な改正が行われた。ただ、当該 1998 年倒産法にもいくつかの欠点が
見られ、当時の学者によって批判されてきた。特に、倒産手続における債務者及び国の利
益が十分に保護されていないことや倒産法が財産の再分配の手段として利用されているこ
と、並びに倒産事件を実施する管財人の独立性や責任に関する規定が設けられていないこ
とが、問題として主張されてきた111。
倒産法制度の次の進歩として制定された 2002 年 10 月 26 日付第 127 号｢ロシア連邦倒産
法｣（以下では、2002 年倒産法という）は、財政健全化手続や管財人自己調整組織等の新し
い制度を紹介し、倒産手続における債務者権利の保護度を高めた。また、倒産手続におけ
る検察官の手続開始申立権限が限定され、国家利益のある倒産事件に限り、その権限を行
使できるようになった。倒産手続実施に関する検察官の監督権限も廃止された112。倒産手続
全体に関しては、債権者集会及び債権者委員会の招集手続、管財人の権限及びその選任手
続等が詳しく定められ、倒産手続参加者の権利がより強く保護されるようになったと言わ
れている113。
以上、ロシアの倒産法制度の 15 世紀から現在までの歴史についてみてきた。各時代にお
ける倒産法制度は、当時の社会において重視されていた価値観や政策をある程度反映し、
その価値観の保護や政策を実現するための一つの手段として利用されたことが分かる。つ
まり、1917 年革命前の倒産法は、債権者の権利及び法的利益を強く保護しており、債務者
の債権や従業員の保護等についてあまり考えられていなかった。しかし、1917 年の革命に
よって、政治体制やそれに基づく法制度が変わり、倒産法制度もその影響を受けた。ソビ
エト時代の最初の段階において、労働者及び国の利益を重視していた倒産制度は、計画主
義の導入によって、その社会における必要性を完全に失った。しかし、1980 年代では、計
画主義が失敗し、ソ連が解体した後、市場における信用関係や取引の促進を図るために、
倒産法制度への需要が高まってきた。その需要への答えとして、ロシア連邦の最初の倒産
法（1992 年）が制定され、次々に改正が施された。ここが、倒産法制度の一つの大きな区
切りと考えられるが、その理由は、後述するように、各時代の倒産法制度における法律行
為の否認を分析するためである。以下では、否認権が行使される倒産手続の流れ及び手続
参加者について、一般的に紹介し、否認制度の分析に入ることにする。

Яковлев. В. Ф. Укрепление правопорядка и законности в экономике – важнейшая задача
арбитражных судов. // Вестник ВАС РФ. 2000. N 4. С.13.
112 Приказ Генерального прокурора РФ от 5 июня 2003 г. N 20 «О реализации прокурорами
полномочий в арбитражном судопроизводстве» // Вестник ВАС РФ. 2003. N 10. С. 67.
113 Попондопуло. В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование:научно-практическое пособие. –
Москва:Проспект, 2013. – С. 32.
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3.1.2．倒産法制度の概要
以下では、ロシアの倒産法制度の概要及びその特徴について検討する。ロシアの倒産法
も、ウズベキスタン倒産法と同様に、1997 年 12 月付 CIS 諸国国会委員会のモデル倒産法に
基づいて制定されているため114、同じのような内容の原則や規定が多い。そのため、ウズベ
キスタン倒産法制度と同じ趣旨の部分の紹介を省略し、ロシアの倒産法制度の特徴のみを
分析することにする。
ロシアの倒産法における法人及び自然人の倒産状態は、金銭債権または義務的支払債権
の全額を弁済できない状態を言い、仲裁裁判所の判断により認定される。ロシアの倒産法
が、ウズベキスタン倒産法と異なる部分は、法人及び個人企業家とともに、自然人の倒産
をも規定していることである。したがって、法人債務者と自然人に関する倒産認定の要件
も異なる。倒産認定要件として用いられているのは、支払不能状態と債務超過状態である
が115、立法者は、民事取引の各参加者の法的性質を考慮に入れ、異なる開始原因を規定して
いる。ここで、注意しなければならないのは、倒産法が倒産手続開始原因と倒産認定の要
件を別々に定めていることである。つまり、倒産手続開始原因が存在するということは、
債務者が必ずしも倒産と認定されるわけではない。それは、あくまでも倒産手続を開始す
るための要件であり、裁判所によって、債務者が支払不能状態または債務超過状態にある
と認められて初めて、当該債務者の倒産認定が可能になるのである。
2002 年の倒産法第 3 条第 1 項によると、自然人は、弁済期が到来してから 3 ヶ月以内に、
債権者の金銭債権を弁済する、又（又は）義務的支払債権から発生する義務を履行できな
い場合、更に、その債権総額が財産総額を上回る場合に、自然人が支払不能状態にあると
みなされる。つまり、自然人に対する倒産認定の要件として、支払不能と債務超過が用い
られている。弁済期が到来した金銭債権及び義務的支払債権が弁済されないことは、支払
不能を示すものであり、3 ヶ月間の支払停止によって、支払不能状態が確定されるのである。
これは、倒産認定の要件であり、裁判所の判断によって確定される。それとは別に、手続
を簡易に開始させるために、手続開始原因として、一定額の債権が支払われていないこと
が定められている。自然人の倒産手続開始原因は、弁済期が到来してから 3 ヶ月以内に、
総額が 1 万ルーブル（約 317 米ドル116）以上の債権が支払われていないことである。最低額
1 万ルーブルの債権が弁済期の到来から 3 ヶ月以内に弁済されていない場合に、倒産手続が
開始され、｢弁済期が到来してから 3 ヶ月以内に弁済されていない他の債権｣と｢負債が資産
を上回る｣状態があれば、自然人債務者の支払不能及び債務超が認められ、倒産と認定され
Витрянский В. Реформа законодательства Российской Федерации о банкротстве и защите
иностранных инвестиций // Банкротство: информационно-аналитический ресурс
(www.bankrot.by). http://www.bankrot.by/oa/246. 2013 年 5 月 30 日閲覧。
115 法人債務者に対する倒産手続開始原因として「支払不能」が定められているのは、ウズベキスタン倒産
法と同様である。｢債務超過｣は、自然人及び個人企業者に対する倒産手続開始原因として規定されている。
116 2013 年 5 月 30 日では、
ロシア連邦における 1 米ドルは 31.5203 ルーブルである。
http://bankir.ru/kurs/．
2013 年 5 月 30 日閲覧。
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る。ここでいう「他の債権」は 1 万ルーブル以上の債権と考えられるが、倒産法は、上限
を定めていない。倒産認定の要件として支払不能とともに債務超過が定められているのは、
自然人に対する倒産手続を容易に開始することを避けるためであると考えられる。
倒産法は、個人企業家に対する倒産認定の要件を定めていないが、2011 年 6 月 30 日付の
最高仲裁裁判所の第 51 決議において、その倒産認定の要件が規定されている117。それによ
ると、個人企業家の総債権額が総財産を上回るか否かに関係なく、弁済期が到来してから 3
ヶ月以内に、債権総額が 1 万ルーブル（約 317 米ドル）以上の債権を弁済していない場合
に、仲裁裁判所は、倒産と認定することができる。つまり、個人企業家の倒産に関しては、
倒産認定要件は支払不能のみであり、債務超過が定められていない。債務超過が要件とさ
れていないため、もし仮に、上記期間内に弁済されていない 1 万 1 ルーブルさえあれば、
債務者が倒産と認定されてしまう結果となる118。もちろん、債務者が倒産と認定されること
は、必ずしも債務者の清算を意味せず、再建型倒産手続の適用も可能であるが、債権者主
導権を定めているロシア及びウズベキスタン倒産法において、債務者のその後の運命が債
権者の一方的な意志によって決定されてしまうことになる。
第 3 条第 2 項は、法人に対する倒産認定の要件を定めている。法人は、弁済期が到来し
てから 3 ヶ月以内に、債権者の金銭債権を弁済又（又は）義務的支払債権から発生する義
務を履行できない場合に、支払不能状態にあるとみなされる。支払不能が倒産認定要件で
あるが、法人の場合にも、3 ヶ月間の債権の支払停止によって、その支払不能状態が確定さ
れる。法人債務者に対する手続開始原因は、上記期間内に最低 10 万ルーブル（約 3173 米
ドル）相当の債権が弁済されていないことである。弁済されなかった債権額は、自然人及
び個人企業家に関する債権額の 10 倍とされており、事業の規模や市場における役割が考慮
されていると思われる。ただ、法人債務者に対しても、個人企業家と同様に、債務超過が
倒産認定の要件とされていないため、前述した問題がここでも起こるおそれがある。
倒産認定の申立権者に関する特徴は、検察官に申立権が付与されていないことである。
ロシア仲裁訴訟法典第 52 条によると、検察官は、公益の保護のために、審理に参加できる
が、倒産法が申立権を付与していないため、債務者に対する倒産認定の申立てを提起する
ことができない。ただ、本研究のテーマである法律行為の否認については、法律行為の無
効を定める民法の一般的規定に基づく法律行為の無効認定を申し立てることができるが、
倒産法の定める否認の特別事由に基づく法律行為の否認を請求することができない。
ロシアの倒産法のもう一つの特徴は、2002 年倒産法に制定による倒産認定申立ての審査
手続である。1998 年倒産法の下では、倒産認定申立ての受理決定において、監視手続の適
用についても記載され、その時点で監視手続が開始されていた。それは、債務者の倒産認
定申立てに対する異議申立権を侵害し、当該問題が憲法裁判所の決定においても指摘され
Абзац 4 пункт 1 постановления Пленума ВАС РФ от 30.06.2011 №51 «О рассмотрении дел о
банкротстве индивидуальных предпринимателей» // СПС "КонсультантПлюс".
118 これに対し、日本破産法は、破産原因として｢弁済期が到来した債権を一般的・継続的に弁済すること
ができないと判断される客観的な状態｣を定めている。
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たのである119。その問題の解決策として、2002 年倒産法は、倒産認定申立ての審査手続を
紹介し、その審査を通った申立てに基づいて監視手続が開始されるようになった。ただ、
現行法は、その審査期間を倒産認定申立受理後の 30 日以内としているため、倒産認定申立
時点と監視手続の開始時点の間の隔たりが発生し、一時管財人が選任されるまでに、債務
者の財産が逸出してしまう可能性がある。当該制度の導入によって、申立受理時点におけ
る倒産手続の開始が不可能となり、債務者の財産を獲得しようとする悪意の債権者の攻撃
に歯止めをかけることができたが、申立受理後から監視手続の開始までに 30 日を要すると
いう点で、害意を持つ債務者に財産等の隠匿や処分のチャンスを与えている120。
ロシアの倒産法も、ウズベキスタン倒産法と同様に、倒産手続における債権者の手続主
導権を定めている。つまり、債権者集会が債務者を再建するか清算するかを決議する。仲
裁裁判所が、その決議を受けて具体的な倒産手続を開始する。再建型倒産手続として、監
視、財政健全化手続、外部管財手続があり121、清算型倒産手続として破産手続がある。各倒
産手続の内容に関しては、ウズベキスタン倒産法制度の定める倒産手続と類似するため、
その詳細は省略する。
ロシアの倒産法は、ウズベキスタン倒産法と異なる債権弁済順位を定めている。1998 年
倒産法は、第 5 位までの弁済順位を定めていたことに対し、2002 年倒産法は、当該債権弁
済順位を第 3 位まで縮め、各債権に対する取扱いを変更している。2002 年倒産法の定める
債権弁済順位は、以下のとおりである。
1) 裁判費用、管財人の報酬に関する費用、給与支払債権、日常の公共料金及び運転資
金等が、順以外で弁済される。
2) 第 1 位で弁済されるのは、個人の生命・健康侵害の損害賠償請求権及び精神的損害
賠償請求権に基づく債権である。
3) 第 2 位で弁済されるのは、雇用契約に基づく給与支払請求権及び著作契約に基づく
報酬支払請求権である。
4) 第 3 位で、他の債権の弁済が行われる。
1998 年倒産法は、第 3 位に弁済されるものとして、被担保債権を定め、義務的支払債権
を第 4 位での弁済を規定していた。2002 年倒産法は、第 1 位及び第 2 位の順位は変更して
いないが、
1998 年倒産法が定めていた第 3 位の被担保債権及び第 4 位の義務的支払債権を、
他の債権と平等に、第 3 位で弁済されることを定めた。

Постановление Конституционного Суда РФ от 12 марта 2001 г. N 4-П.
Байдык. Т. Банкротство: актуальные вопросы правового регулирования. "Финансовая газета",
N 45, ноябрь 2010 г. // СПС "КонсультантПлюс".
121 監視手続は、ウズベキスタン倒産法制度においても設けられているが、日本の倒産法制度にはない。財
政健全化手続は、ウズベキスタン倒産法制度の「裁判上再生支援手続」
、日本の「民事再生手続」に相当す
るものである。外部管財手続は、ウズベキスタン倒産法においても定められており、日本の「会社更生手
続」に相当する。
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倒産手続の場合、債権者の範囲は金銭債権者に限定され、非金銭債権者122は倒産法上の債
権者の範囲に含まれていない。したがって、その非金銭債権は債権登録簿に記載されない。
当該非金銭債権者は、その請求権を倒産手続外で行使できる。しかし、問題は、倒産手続
外の訴訟手続において勝訴判決を勝ち取ったとしても、当該勝訴判決を倒産手続外で執行
できないことである。その理由は、ロシアの現行倒産法（2002 年倒産法）第 63 条第 1 項第
3 号は、監視手続の効果として、その監視手続開始後の非財産的債権に関する執行文書の執
行を停止している123。その結果、非金銭債権の執行文書を有する債権者は、倒産債権者とし
て債権登録簿に記載されず、倒産手続外でも、その勝訴判決を執行することできない124。ウ
ズベキスタン倒産法においても同様の問題が残っている125。今後、ウズベキスタン及びロシ
アの倒産法制度は、非金銭債権者がその非金銭債権の弁済を、倒産手続内において請求で
きる機会を設けなければならないと考えられる。
被担保債権の取り扱いも、改正の対象となり、その弁済順位や範囲に関する重要な改正
が行われた。すなわち、当該被担保債権の第 3 位での弁済順位を定めた 1998 年倒産法の下
では、担保目的物の換価金から、まず、第１位及び第 2 位の債権等の弁済が行われ、残存
金から被担保債権が弁済されていた。2002 年倒産法は、第１位及び第 2 位債権に比べ、被
担保債権の優先的取扱いを定め126、担保目的物の換価金からの優先的な弁済を認めた。例え
ば、ある債権者が 100 ルーブルの債権（一般債権）と 200 ルーブル債権（その内 150 ルー
ブルは被担保債権で、残りの 50 ルーブルは一般債権である）を有するとする。担保目的物
の価格は 70 ルーブルとする。1998 年倒産法の下では、150 ルーブルの被担保債権が第 3 位
で弁済を受け、残りの 50 ルーブルと 100 ルーブルの一般債権が第 5 位で弁済されることと
なっていた。つまり、担保目的物の価格が考慮されておらず、債権者が 150 ルーブルの債
権の弁済を第 3 位で、150 ルーブル債権の弁済を第 5 位で受けることとなっていた。2002
年倒産法に当てはめて見れば、150 ルーブルの被担保債権の内、70 ルーブルが担保目的物

122

生命・健康侵害の損害賠償請求権や精神的損害賠償請求権を有する者は、債権登録簿に記載されず、倒
産手続外でその請求権を行使することになる。その理由として、当該請求の社会的重要性が指摘され、一
般債権者よりも優先的に保護しようとする立法者の政策である。
123 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный /
Бушев А. Ю., Городов О. А., Ковалевская Н. С., и др.; под ред. В. Ф. Попондопуло. – 3-е изд., Москва: Проспект, 2011. С. 257. 同趣旨の規定が、財政健全化手続（第 81 条第 1 項第 5 項）、外部管財
手続（第 95 条第 2 項第 2 号）、破産手続（第 126 条第 1 項 6 号）においても定められている。
124 Телюкина М. В. Актуальные проблемы конкурсного права // "Законы России: опыт, анализ,
практика", N 3, март 2007 г. この問題の解決策として、債務者と債権者の間で和議契約が締結された後、
非金銭債権の執行請求が提案されている。ただし、実務では、債務者と債権者の間で和議契約が締結され
るのは少なく、倒産事件の大部分が清算手続の適用により終了されている。
125 M. K. Azimov ほか『ウズベキスタン共和国倒産法
注釈書（日本語訳）』（Yangi asr avlodi、2007
年）81－82 頁。
126 2002 年倒産法によると、被担保債権は、他の債権に比べて、優先的に弁済を受けるが、第１位及び第
2 位順位の債権については、例外がある。つまり、第１位の生命・健康侵害に基づく損害賠償請求権が、
当該担保権発生前に生じたのであれば、当該生命・健康侵害に基づく損害賠償請求権が優先的に弁済を受
けることになる。
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の換価金から優先的に弁済され、残りの 80 ルーブルの被担保債権、50 ルーブル及び 100 ル
ーブルの一般債権が第 3 位で、他の債権と平等に弁済される127。
また、担保権の実行については明文化されていないが、これは認められないと考えられ
る。再建型倒産手続において担保目的物が売却される場合には、担保権者は売却の同意・
不同意を出すことができる。当該再建型倒産手続で担保目的物が売却されない場合、被担
保債権が一般債権と平等に弁済を受ける128。現行法は、日本の倒産法制度の定める担保消滅
制度のようなものを規定している。倒産手続が開始されてから、担保権者による担保権の
実行は不可能と考えられるが、管財人は担保目的物の換価金の一部129を倒産財団に取り入れ
ることになっている。
以上、ロシアの倒産法制度の現行法に至るまでの歴史及び現行法の下での倒産手続の一
般的概要について検討してきた。以下では、倒産手続に係わる機関等と倒産法制度の目指
す目標について分析し、否認制度の検討に移る。
3.1.3．倒産手続に係わる機関等
倒産手続の主な参加者は、債務者、債権者、管財人及び仲裁裁判所である。また、国家
利益を代表し、倒産法分野における法秩序を維持するために参加する国家機関もある。以
下、倒産手続の各参加者について、ウズベキスタン倒産法と異なる点等を中心に、検討す
る。
債務者については、法人及び個人企業家の倒産が規定されており、ウズベキスタン倒産
法の定めるものとの大きな違いはない。ロシアの倒産法は、ウズベキスタン倒産法制度と
異なり、自然人の倒産を定めている。ただ、自然人倒産の導入に伴い、一定の連邦法律が
改正されなければならない。その課題として、行為無能力者、制限行為能力者、失跡した
市民及び死亡宣言者の倒産認定に関する問題が挙げられている130。自然人が倒産と認定され、
倒産手続が終了された後、当該自然人の行為能力が復活する。個人企業家が倒産と認定さ
れた場合には、その個人企業家として地位を失い、倒産手続終了後 1 年以内はその地位を
再取得することができない。
倒産手続における債権は金銭債権と非金銭債権に分類することができるが、債権登録簿
に記載されるのは金銭債権のみであり、非金銭債権は記載されない。当該非金銭債権は、
倒産手続外で審理され、倒産法の定める債権弁済順以外で弁済される。しかし、当該取扱

Ермоленко. А. С. Новый Закон о банкротстве: хотели как лучше, посмотрим, что получилось. //
"Финансовые и бухгалтерские консультации", N 8, август 2003 г. // СПС "КонсультантПлюс".
128 松嶋希会「ロシア・中央アジア諸国における倒産法」
（ICD NEWS 第 3 第 4 号、2008 年 3 月）102 頁。
129 担保目的物の換価金の 7 割が被担保債権の弁済に当てられ、残りの 3 割のうち、2 割が第１位及び第 2
位順位の債権の弁済に、残りの 1 割が裁判費用に当てられる。消費貸借契約に基づく被担保債権である場
合には、換価金の 80 割が被担保債権の弁済に当てられる。ロシア倒産法第 138 条。
130 Попондопуло. В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование:научно-практическое пособие. –
Москва:Проспект, 2013. – С. 74.
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いによって、非金銭債権者とともに、金銭債権者の権利が侵害されるため、学者の中には
この非金銭債権の取扱いを批判する者もいる。つまり、非金銭債権の倒産手続外での弁済
によって、倒産財団が減少し、金銭債権者への配当が少なくなる。債務者に対して倒産手
続が開始され、判決等の執行手続が停止されれば、非金銭債権が弁済を受けられないおそ
れがあり、非金銭債権者の権利が侵害される。その理由は、倒産手続の開始によって、目
的物が倒産財団に含まれ、その換価金が債権登録簿で記載されている債権の弁済に当てら
れてしまうためである。この問題の解決策として、倒産手続における非金銭債権者の参加
の確保が提案されている131。当該提案によると、倒産手続において、非金銭債権者にその非
金銭債権を金銭債権として請求できる機会が与えられべきである。ここで取り上げている
非金銭債権の類型として、財産の返還請求権が挙げられるが、日本の倒産法制度下では、
当該財産返還請求権が｢取戻権｣の形で請求され、倒産手続内で処理される。上述の問題に
関し、ウズベキスタン倒産法も、倒産手続における金銭債権のみの弁済を規定しているた
め、ロシアの倒産法制度における非金銭債権の問題があると考えられ、解決すべき課題の
一つであると思われる。
管財人の権限や役割に関し、ウズベキスタン倒産法制度とロシアの倒産法制度間で大き
な違いはないが、管財人の活動を総括監督する管財人職業団体についてのロシアの倒産法
制度の規定が優れている。ロシアの倒産法の定める管財人の職業団体は、
「管財人の自己調
整組織、Саморегулируемая организация арбитражных управляющых」と称されてい
る。ウズベキスタン倒産法の下では、管財人に資格を与えるのは、倒産事件を管轄する特
別国家機関であり、管財人の職業団体は、管財人の専門性の向上・維持を図り、その権利
を保護することを目的とする団体にすぎない132。これに対し、ロシアの倒産法制度では、管
財人への資格付与権が、その管財人自己調整組織に与えられている。その意味で、国は実
施してきた権限の一部を民間団体に譲渡したといえる133。1992 年倒産法及び 1998 年倒産法
においては、管財人の候補者は、債権者によって選出されたが、管財人の債権者からの独
立性が問題となり、当該債権者による選出権が批判された。その問題を考慮に入れた 2002
年倒産法は、その選出権を管財人自己調整組織に付与した。その結果、管財人の自由が、
その自己調整組織により制限され、特定倒産事件における管財人の自己調整組織による選
出権の乱用が多発した134。当該問題を解決するために、2006 年 7 月 18 日に、倒産法第 45
条に第 7 項が導入された。第 45 条 7 項によると、債権者集会が、財政健全化、外部管財手

Зинченко С., Казачанский С., Зинченко О. Поиск модели законодательство о банкротстве //
Хозяйство и право. 2001. N 3. С. 35. Химичев В. А. Защита прав кредитора про банкротстве.
Москва, 2005. С. 128.
132 M. K. Azimov ほか「ウズベキスタン共和国倒産法
注釈書（邦訳）
」
（Yangi asr avlodi、2007 年）34
頁。
133 1998 年倒産法は、国の資格付与権を定めていたが、2001 年 8 月 8 日付の「特定種類活動の資格化につ
いて」の法律の制定に伴い、国の当該権限が廃止された。
134 Витрянский В. В. Новое в правовом регулировании несостоятельности (банкротства) //
Хозяйство и право. 2003. N 1. С. 4.
131
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続、または、破産手続の管財人として、その前の手続を実施した管財人135の候補者を選択で
きるようになった。これによって、管財人候補者選択時における自己調整組織の権限乱用
が防止されたが、管財人の債権者からの独立性の問題が再び発生するのではないかという
疑問点が残る。
最後に、倒産手続における仲裁裁判所及び国家機関の役割について検討したい。まず、
仲裁裁判所についてであるが、倒産手続の開始、各倒産手続の実施等に関する一般的な権
限については、ウズベキスタンの経済裁判所と同様である。ただ、倒産手続における仲裁
裁判所の役割について、学者の見解が分かれている。一部の学者によると、仲裁裁判所の
倒産手続における参加は、総括的主導権、企業の経営権のような性質を持っており、裁判
所独自の中立性かつ独立性に支障を来している136。これに対する見解として、｢倒産手続に
おける仲裁裁判所の役割は、当該手続の参加者の行為の合法性及び合理性を審査すること
であり、企業の経営権ではなく、特別な手続的機能を実施し、司法権限を実現する」とい
う見解がある137。特定の条件下で、裁判所の職権による財政健全化または外部管財手続の開
始を定める倒産法第 75 条を見れば、仲裁裁判所の倒産手続における役割が通常民事事件に
おける役割とは異なり、立法者の特別な政策を反映した役割となっていることが分かる。
倒産手続に対し、一定の関係を有する国家機関として、①税務当局、②ロシア連邦経済
発展省（Министерство экономического развития）等がある。税務当局は、国家予算及
び予算以外の基金への義務的支払債務を請求する債権者として、倒産手続に参加する。当
該税務当局に一般債権者と平等な権利が与えられており、債権弁済順位の第 3 位で弁済を
受ける。経済発展省は、管財人育成の唯一プログラムを作成し、管財人自己調整組織の職
業的活動の連邦的基準を定める国家機関である138。また、当該機関は、管財人の唯一登録簿
の実施基準や管財人自己調整組織活動に関する監督基準を規定する権限をも有する。つま
り、管財人制度の向上や管財人自己調整組織の運営・監督といった細部まで、未だ国家機
関の権限によって決定されており、管財人やその自己調整組織が完全に独立していない。
以上、倒産手続の主な参加者である債務者、債権者、管財人及び仲裁裁判所、また、倒
産手続における国家政策及び法秩序を代表する国家機関の役割について見てきた。以下で、
倒産法制度の目標について検討し、否認制度の分析に移る。

135

財政健全化手続の管財人の候補者に関しては、一時管財人、外部管財人候補者に関しては、一時管財人
または財政健全化管財人、破産管財人候補者に関しては、一時管財人、財政健全化管財人または外部管財
が選択の対象となりうる。
136 Арбитражный процесс: учеб. / под ред. В. В. Яркова. Москва, 1998. С. 281. Клеандров М. И.
Очерки российского судоустройства. Проблемы настоящего и будущее. Новосибирск, 1998. С.
159-163.
137 Попондопуло. В. Ф. Банкротство. Правовое регулирование:научно-практическое пособие. –
Москва:Проспект, 2013. – С. 105.
138 Постановление Правительство РФ от 5 июня 2008 г. N 437 «Об утверждении положения о
Министерстве экономического развития Российского Федерации» // СЗ РФ. 2008. N 24. Ст. 2867.
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3.1.4．倒産法制度の目指す目標
倒産法制度の歴史を見れば、従来から債権者の権利が優先されてきたことが分かる。当
時の倒産法制度では、全債権者に平等な弁済の機会が与えられておらず、各債権者が個別
的に行動し、自らの債権の弁済を請求しなければならなかった。18 世紀に倒産手続におけ
る債務者の再建の発想が生まれ、債務者の制限的責任の概念が現れてきた。現在、倒産手
続において、債権者の権利の保護とともに、債務者、従業員や国の利益等の幅広い範囲の
権利関係が手続の対象となっているため、倒産手続の内容が複雑化し、手続実施期間が延
長されてしまう傾向がある。
ロシアの倒産法制度の歴史を紹介する箇所で取り上げたように、ソビエト時代に倒産法
制度は本格的に機能しておらず、経済的不利益な分野の実績が、他の分野の利益と調整さ
れてきた。ただ、ソ連邦が解体した後、ロシア連邦において資本主義への移行が始まり、
その資本主義において欠かせない要素である倒産法制度への需要が高まってきた。そのた
め、ロシア連邦の最初の倒産法（1992 年 11 月 19 日制定）は、当時の国家企業の支払不能
問題を法的に解決するために、制定されたのである。当該倒産法は、倒産認定の要件とし
て「債務超過」を定めていたため、倒産手続の開始が困難であった。つまり、実際に支払
不能状況にあっても、負債を資産よりも上回さない、または、資産に高価格をつけるなど
して、倒産認定を回避する債務者は多かった。その結果、1992 年から 1998 年までの間、仲
裁裁判所において開始された倒産事件数は少なかったが、当時の金銭債権の 80％が、3 ヵ
月間の支払期限内において弁済されない債権であった。倒産認定の要件としての「債務超
過」が満たさなければ、倒産手続を開始することができなかった139。
1998 年 1 月 8 日に新倒産法が制定され、当該倒産法は、倒産認定の要件を「債務超過」
から「支払不能」に変更した。その結果、倒産事件数が増加し、倒産手続の利用度が高ま
った。ただ、それは、支払不能状況にある債務者の再建、またはその市場から排除するた
めのものではなかったため、企業経営権を奪取するために悪用されるケースが多かった140。
1998 年倒産法のもう一つの問題は、債務者を倒産認定する際、その事業の規模を考慮しな
かったことである。つまり、最低賃金の 500 倍の金銭債権または義務的支払債権が弁済期
到来時から 3 ヶ月以内に弁済されないことが倒産手続開始原因とされていたので、固定資
産を持っている大規模な企業も、倒産手続の対象となってしまうおそれがあった。その結
果、上述の問題を解決するために、倒産法改正作業が始まった。
以下の表は、1993 年から 2003 年まで、仲裁裁判所によって受理された倒産事件数を表し
たものである141。表を見れば、1998 年後の倒産事件数が急激に増加し、2003 年、急激に減
Подколзина. Е. А. Формирование института банкротства в России // Финансовый бизнес.
Ноябрь-декабрь, 2010 г.
140 笠井達彦「プーチン政権のロシア企業制度改革」9 頁。日本国際問題研究所のヴェブサイト。
http://www2.jiia.or.jp/RESR/research.php?s=80。2013 年 5 月 30 日閲覧。
141 Радыгин А. Д., Симачев Ю. В. Институт банкротства в России: Особенности эволюции,
проблемы и преспективы // Российской журнал менежмента. Том 3, N 2, 2005. С. 43-70.
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少していることが分かる。1998 年後の倒産事件数の増加の理由は、上述した倒産認定の要
件が「債務超過」から「支払不能」に変更され、倒産手続を開始しやすくなったことであ
る。その結果、債権の真偽に関係なく、債務者に対して倒産手続が開始されてしまうとい
う問題が多発していた142。これに対し、2003 年の減少の理由は、2002 年倒産法が執行文書
を有する債権者のみに申立権を与えたため、債権者による倒産手続開始申立数が減少した
のである。
図表 2 1992 年、1998 年及び 2002 年倒産法の下での倒産事件数の増減

120000
94531

100000
80000
60000

47762

40000
19041

20000
0

100

240

1108

2618

4320

8337

10933

9695

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

2002 年倒産法は、倒産手続における債務者の権利をより強く保護し、その再建を目的と
する「財政健全化手続」を導入した。また、債務者に、倒産手続のどの段階においても、
債権を全額弁済することによって手続を終了する権利が与えられた。上述の倒産手続開始
申立権を有する債権者の範囲が限定されたことも、債務者権利の保護の一つの手段となっ
た。仲裁裁判所の職権による債権型倒産手続の導入等を含めて考えるのであれば、2002 年
倒産法は、債務者向けのものとなっていたが、2009 年倒産法改正により、債務者の法律行
為の否認制度がより詳しく規定され、債権者の権利の保護とも高まってきていると考えら
れる143。
以上、ロシアの倒産法制度のこれまでの歴史、現行法における倒産手続の一般的な流れ
や当該制度の目標について検討してきた。以下で、本研究の目的である法律行為の否認が、
ロシアの倒産法制度において如何に処理されているかを検討する。

Химичев В.А. Институт несостоятельности (банкротства) как правовой инструмент
экономической политики государства // «Право и экономика», N 10, октябрь 2005 г.
143 Топчилова Н.Н. Особенности новеллы о «подозрительных сделках» как об основании
признания недействительности сделки в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // СПС
«Консультант Плюс».
142

72

3.2．否認制度の紹介
3.2.1．否認制度の概要
以下では、まず、法律行為の否認制度の概要を検討し、その後、ロシアの倒産法制度に
おける否認制度の発展経緯を考察する。次に、ロシア連邦の最初の倒産法の制定から現行
法に至るまでの間、否認制度が如何に改正されてきたかを分析し、各倒産法における否認
制度の検討に入る。
破産法の定める法律行為の否認制度は、ローマ法に由来する制度である。歴史的に見れ
ば、債権者の権利及び法的利益を保護するための一つ手段であったが、現在では、その機
能の他に、債務者の支払能力の回復を可能とする効果的な手段としても位置付けられてい
る。
学説では、否認制度の法的性質について、主観的及び客観的理論が主張されてきた。主
観的理論は、ローマ法の Actio Paulina 制度から登場したものであり144、それによると、債
権者の権利を侵害する債務者の法律行為が無効と認定されうる。客観的理論は、法律行為
の無効の可能性を、客観的事実（例えば、法律行為がなされた一定の期間）と相関させて
いる145。両理論の違いは、債務者の法律行為の無効認定可能率によるものであり、客観的理
論の適用は、法律行為の無効の証明をより容易にし、その否認可能率を高める一方、主観
的理論の適用は、逆に、当該法律行為の無効の証明を困難にし、裁判所による法律行為の
無効認定の可能率を減少させるのである。
債権者の権利及び法的利益と民事取引の安全性については、主観説及び客観説の影響は
異なる。法律行為の否認を承認しやすいため、客観説の適用は債権者の財産権の保護に最
も適当な手段であるが、民事取引の安定性に悪影響を与える。逆に、主観説の適用は民事
取引の安定性をより高く保護するが、債権者の配当を受ける権利を無視する可能性が高い。
上述の 2 つの学説のいずれかのみの適用は、その性質によって、債権者の権利を侵害した
り、又は、安全な民事取引の妨げになったりする。それで、倒産法において、主観説と客
観説の調和を考慮に入れながら、否認制度に関する規定を定めることがより公平であり、
それによって、債権者の権利も民事取引の安全も保護されるのである。これまで、法律行
為の否認制度の性質を見てきたが、以下では、ロシアの倒産法制度において、当該否認制
度が如何に発達してきたかを分析する。

Свириденко О. М. Зарождение институтов конкурсного процесса в римском праве // Журнал
российского права N 6, 2005. С. 150.
145 Телюкина М.В., Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ
"О несостоятельности (банкротстве)"(журнальный вариант) // "Законодательство и экономика", N
3 - 12, март - декабрь 2003 г.
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3.2.2．否認制度の歴史について
ロシアの倒産法制度における法律行為の否認制度の歴史について、グトニコワの研究に
おいて詳しく論じられている。ローマ法における債権者の権利の保護手段から始まり、ロ
シア帝国倒産法制度における債務者の行為の無効認定やロシア連邦の現行倒産法制度の分
析につながるものであり、否認制度の歴史上の発達過程が順次よく説明されている。以下
では、グトニコワの研究を中心に、ロシアの倒産法制度における否認制の歴史について解
説する146。
古代ローマにおいて、倒産が明らかな場合、その完全な倒産を回避するために、債務者
は、様々な方法で自らの財産を隠匿しようとした。その場合、債務者は、自らの財産を廉
価に売却する、高額の贈与をする、安価なものを高額で購入するなど、債権者に対し、健
全な外観を見せようとしていた。このような行為は、結局、債務者に対して倒産手続が開
始された時に、その倒産財団を減少させ、債権者の当該財団から配当を受ける権利の侵害
をもたらしたのである。
債権者の権利及び法的利益を保護するために、ローマ法において、債務者の有害な法律
行為の結果を執行させ、その失われた財産を倒産財団に返還する手段が複数用意されてい
た。その諸手段は、以下の原則に基づくものであった。
1) 返還の目的は、債務者の財産状態を、その債務者に対して倒産手続が開始される、
又は、財産の譲渡を伴う法律行為が行われる前の状態に回復することである。倒産
手続開始前の状態と比べて、債務者の利得、又は、その財産を増加させる目的で行
われるものではない。
2) 法律行為によって失われた全ての財産ではなく、非等価的な反対給付に相当する部
分のみが返還される。つまり、返還の範囲は、非等価的な反対給付によって、相手
方が受けた利得の範囲にとどまる。
3) 財産の譲渡を目的として締結された法律行為自体は、否認されずに、有効のままで
ある。失効するのは、当該法律行為の結果の、非等価的な反対給付をもたらす部分
のみである。
4) 有償で譲渡された債務者の全財産の返還は、その譲渡が等価的か否かを問わず、当
該法律行為の相手方が悪意であった場合のみに許される。それは、当該相手方が、
悪意でありながら、行動したことの制裁として位置づけられるのである。
上述の諸手段の一つは、Actio Pauliana（パウルスの訴権）であり、そのパウルス訴権
の申立事由は、債務者の害意であった147。返還される財産の範囲は、相手方の善意または悪
意、その財産受領が有償か否かによるものであった。相手方が悪意である、又は、当該財
А. С. Гутникова. Оспаривание сделок в ходе конкурсного производства. Законодательство, N
7, июль 2003 г.
147 Сысоева О.В. Паулианов иск как способ защиты в процедурах банкротства // Право и
экономика, 2011. N 10
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産を無償で受領した場合には、その受領した全ての財産を返還すべきであり、当該行為に
よって損害を受けた債権者の状態を、その行為が行われなかった時の状態に戻すべきであ
った。相手方が善意であり、又は、財産の譲渡が有償であった場合の相手方の返還責任は、
その訴えが提起された当時において、利得した部分に限定された。したがって、当該訴え
が提起される時点で、相手方が既に反対給付を行っているのであれば、譲渡された財産の、
反対給付の価格を超える部分のみを返還すれば十分であった。法律行為の他の部分は、何
の影響も受けず、当該部分に関する履行は、有効であるとみなされた。訴えが提起される
時点で、相手方が反対給付を行っていない場合には、その受領した全ての財産を返還すべ
きであった。その反面、相手方が、債務者の反対履行の可能性がないことを理由に、当該
法律行為を履行しないことができた148。
パウルス訴権の場合、財産の譲渡を伴う法律行為が有効か否かは問題とされていなかっ
た。パウルス訴権を行使するためには、当該法律行為を無効と認定する必要はなかった。
また、失われた財産は、当該法律行為が無効であるためではなく、当該財産の譲渡によっ
て、債権者の権利が侵害されたために、返還されるべきであった。相手方が善意であった
場合に、倒産直前における債務者の財産の実際に減少した部分を回復することが可能であ
った。相手方が悪意である場合には、その相手方の反対給付が等価的か否かに関係なく、
債権者は、その譲渡された全ての財産の返還を請求することができた。
ローマ法の摂取にあたって、上述の規則が変更され、まず、債権者の権利保護の法的形
態が変更の対象となった。パウルス訴権の代わりに、債権者の権利を侵害する、債務者の
行為の否認制度が生まれた。パウルス訴権では、害意を持った債務者によって譲渡された
財産の返還が主な目的であったが、債務者の行為の否認制度においては、財産の逸出を伴
う債務者の当該行為の無効の理由付けが注目された。財産の返還は、当該行為の無効認定
の効果として発生するものであった。債務者の行為の無効認定により、当該行為の全ての
効果が失効され、結果として、譲渡された全ての財産が、倒産財団に返還されることとな
った。その場合、相手方によって、等価的な反対給付がなされたか否か、又、当該相手方
が善意であったか否かは、考慮されなかった。
上述の変更の結果、実際に減少した債務者の財産の返還を目指すローマ法の原則が失わ
れ、財産が減少される過程全体が、財産減少の原因として扱われるようになった。また、
等価的な反対給付を受けたか否かに関係なく、債務者によって譲渡された全ての財産が返
還されることとなった。この概念の不当性は、1917 年ボリシェヴィキ革命前のロシアの法
学者の中でも主張されていた。ゴルムステンによると、債務者の財産の減少及び相手方の
財産の相当増加は、財産の一部が無償で失われた、又は当該財産の譲渡の反対給付が非等
価的であった場合である。債務者が、相当の対価を得て、当該財産を処分したのであれば、
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Дернбург Г. Пандекты. Т.2. Обязательственное право. Москва. 1911. С. 373-379.
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その財産の減少は発生せず、財産が金銭に変換されたことになる。財産の価格と相当しな
い反対給付が行われた場合にのみ、その財産の減少があったとみなされるべきである149。
当時の法学者は、法律行為の効果（財産の譲渡行為）の無効は、当該法律行為自体の無
効認定なしに、存在し得ないと考えていた。そのため、
「債務者の行為の否認」という用語
の代わりに、
「債務者の法律行為の否認」という用語が頻繁に用いられたのである。しかし、
実際、法律行為自体ではなく、相手方のために行われた財産の譲渡行為の効果が否認され
ていた。したがって、倒産法理論においては、法律行為を有効に維持しながら、その効果
を失効させる否認制度が形成された。この場合、法律行為の効果が失効するのは、債権者
に対してのみであり、債務者及びその相手方に関し、当該法律行為は有効であった。この
ような法律行為は「相対的無効の法律行為」と称されており、その「相対的無効性」は、
債権者にのみ効力を有しないことを示していた150。
シェルシェネウィッチは、相対的無効の法律行為の特徴を、以下のようにまとめている151。
1) 相対的無効の法律行為は、当然無効ではなく、清算管財人の申立てによって無効と
認定されうる法律行為である。
2) 当該法律行為は、その法律行為を行った者（債務者及びその相手方）に対し、効力
を有するものである。
3) 将来、債務者に財産が形成される場合には、第三者（法律行為の相手方）は、債務
者に当該法律行為の履行を請求することができる。
4) 法律行為の否認は、当該法律行為の効力ではなく、その効果のみを無効とする手段
であり、債務者及び相手方の原状回復を目的とするものではない。
ゴルムステンも、法律行為の相対的無効性を肯定しているが、その「相対的無効性」の
正確な法的意味を、条件として定義しなければならないと主張している。彼の意見による
と、法律行為の無効とは、法律行為の欠陥があり、その欠陥の存在により、その無効の効
果が発生することである。しかし、相対的な無効の場合、法律行為自体は有効であり、そ
の一部の効果が効力を失うのである。これを法律行為の弱体化と言うことができる。｢相対
的無効」の正確な定義を提供できれば、その表現を否定することも、肯定することも、で
きないのである152。
法律行為の相対的無効概念を否定するのは、ガムバロフとゲンキンである。ガムバロフ
によると、債権者による債務者の法律行為の否認は、法律行為の無効ではなく、債権者に
対するその法律行為の弱体化であり、第三者に対し、その効力を失わない153。ゲンキンは、
相対的無効の法律行為の有効性を主張し、その有効性の範囲を債権者のみではなく、全て

Гольмстен. А. Х. Учение о праве кредитора опровергать юридические акты, совершенные
должником в его ущерб в современной юридической литературе. Спб., 1894. С. 74-75.
150 А. С. Гутникова. Оспаривание сделок в ходе конкурсного производства.
Законодательство, N
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151 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. Москва, 2000. С. 267.
152 Гольмстен. А. Х. Указ. соч. С. 39.
153 Гамбаров. Ю. С. Курс гражданского права. Т. 1. Часть общая. Спб., 1911. С. 719.
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の関係者に拡張すべきであると述べている。債務者、相手方その他の第三者に対して、有
効である法律行為の債権者に対する無効性は、考えられない。相対的無効の法律行為は、
当該法律行為がなされた時点から有効とみなされるべきであり、債務者の財産処分権の制
限により権利が保護される債権者を含む全ての関係者に対し、効力を有するものである。
債権者の債権を弁済するために、その債権者の権利を侵害する効果を失効させるだけに留
め、法律行為自体は、無効と認定されるべきではない154。
上述の学説の対立を分析してみれば、対立の焦点は、用語の使い方に関するものである
ことがわかる。法律行為が無効か、それとも、その効果が無効かを問わず、学者の全員が
肯定しているのは、否認の効果が原状回復ではなく、財産の逸出を無効とすることである。
そのため、革命前のロシア帝国倒産法制度における法律行為の相対的な無効性は、相手方
に対して行われる、債務者の義務履行行為の否認であると理解するのは、相当である155。
1917 年革命前のロシア帝国倒産法制度は、債務者の行為の否認を定めていた。ただし、
その行為の否認を定める規定が一般的な規定ではなく、特定の行為の否認のみに限られた。
まず、1832 年倒産法は、その 56 条において、妻、子供、親戚に関する行為の否認を定めた。
1846 年倒産法は、夫婦の間で行われた詐害行為の否認を規定し、1857 年に、法律全書が出
版され、当該法律全書に上述の夫婦の間で行われた詐害行為の否認に関する規定が追加さ
れた。しかし、1846 年倒産法の規定が、その前の 1832 年倒産法の定める否認に関する規定
に一致せず、統一的な制度が成り立たなかった。例えば、無償行為の典型的な例である贈
与契約については、当時の倒産法は、債務者の妻、子供、または親戚を相手に行われた贈
与契約の否認を定めたが、それ以外の第三者を相手に行われた贈与契約の否認を規定して
いなかった。財産の有償譲渡行為に関しても、妻、子供や親戚との行為の否認は可能であ
ったが、その他の者と行われた行為は否認されなかった。偏頗行為の否認に関しては、倒
産手続開始前の 10 日間以内に行われた、弁済期限前の債務消滅行為のみの否認が可能であ
り、否認の対象行為の範囲が大きく限定されていた。否認の効果としては、倒産法は、倒
産財団の一方的原状回復を定めていた。つまり、ウズベキスタンの現行倒産法及びロシア
の 2009 年に改正される前の倒産法のような｢相互原状回復｣を規定していなかった156。
1992 年倒産法は、1917 革命前のロシア帝国倒産法制度が定めた否認制度の大部分を摂取
し、その第 28 条において、倒産直前に行われた債務者の行為の否認を規定していた。債務
者の行為の範囲内に、法律行為も含まれていた。1992 年倒産法の特徴は、特定債権者の債
権の弁済行為のみを、否認の対象としたことである157。また、債務者の行為の否認の効果は、
Генкин. Д. М. Относительное недействительность сделок. // юридический вестник. 1914. Кн.
7-8. С. 234-235.
155 Дубинчин. А. Недействителность сделок должника в законодательстве о банкротстве //
Хозяйство и право. 5. С. 38.
156 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. – Москва: «Статут», 2000. С. 287-301.
157 1992 年倒産法は、特定債権者の債権の優先的な弁済行為の否認を定める第 28 条の他に、第 6 章にお
いて、債務者、債務者企業の所有権者、債権者その他の第三者の違法的な行為を定めており、その違法的
な行為の類型として「倒産手続開始前に行われた債務者による財産の隠匿行為」
、
「優先的な弁済ついての
債権者の悪意」等が挙げられているが、当該違法な行為に対する第 28 条の適用について言及されていない。
154
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相互原状回復ではなく、当該行為によって第三者が受領した全財産を倒産財団へ返還する
ことであった。現物を返還できない場合には、それに相応する金銭を返還すべきであった。
以下の表は、1992 年倒産法が定める債務者の行為の否認の要件を表したものである。
表 4 1992 年倒産法の定める否認の類型

否認の対象行為

客観的要件

特定債権者の債権の

特定債権者の債権の

特定債権者の債権

期限前の弁済行為（第

期限前の弁済行為（第

の弁済行為（第 28

28 条第 1 項第 1 号前

28 条第 1 項第 1 号後

条第 1 項第 2 号）

半）

半）

1）期限前の債務消滅

1）期限前の債務消滅

1）、企業が実質的危

行為

行為

機時期に入った後、

2）債務消滅行為の当

債権の弁済期が到

時、企業が実質的危機

来したこと

時期にあること
時期の制限はない

時期の制限はない

特定債権者

特定債権者

特定債権者

破産者の主観的要件

不要

破産者の害意

危機時期の悪意

受益者の主観的要件

不要

受益者の悪意

危機時期の悪意

行為の時期
受益者

倒産手続開始前の 6
か月以内

1917 年革命前倒産法及び 1992 年倒産法が定めた行為の否認制度の特長は、倒産直前に行
われた行為の否認に関し、その特別な効果を規定したことである。しかし、この場合、法
律行為自体が有効か否かは、未解決であった。また、以下の問題が残っており、法律行為
の相手方の権利が侵害されていた。
1) ローマ法が定めていた、相手方の善意及び法律行為の有償性による、法律行為の効
果の調和が取れていなかった。
2) 相手方によって行われた反対給付が配慮されなかった。
その結果、等価的な反対給付がなされたにもかかわらず、倒産直前に相手方が受領した
全ての財産は倒産財団に返還される一方、相手方は債務者のために行った反対給付が請求
出来なくなり、損害を被った。また、相手方が善意であった事実も配慮されなかった。そ
の後、ロシアの倒産法制度は、1998 年倒産法と 2002 年倒産法158（以下では 2002 年倒産法

実務では、当該違法な行為を民法の法律行為の無効に関する一般的な規定に基づいて無効と認定し、相互
原状回復を適用裁判例がある。Постановление ВАС РФ от 16 мая 2000 г. N 5792/99. Вестник ВАС,
2000. N 8.
158 1998 年倒産法と 2002 年倒産法を一緒に取り上げる理由は、1998 年倒産法も 2002 年倒産法も同様の
否認の事由を定めているためである。否認の効果について、両法律の異なる点があるが、それについては、
否認の効果の分析を行う際、それぞれ個別に検討する。
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という）及び 2009 年 4 月 28 日付「ロシア連邦の一定の法令への改正について」の法律（以
下では、2009 年改正倒産法159という）をもって、債務者の法律行為の否認を段階的に改正
してきた。2002 年倒産法及び 2009 年改正倒産法の定める否認制度については、以下で個別
に検討する。
以上、ロシアの倒産法制度における法律行為の否認制度の概要及びその否認制度の歴史
的な発展過程について検討してきた。以下では、ロシア連邦の 1998 年倒産法が制定されて
から現行法に至るまでに行われた、法律行為の否認制度に関する改正の内容をまとめて分
析し、
2002 年倒産法と 2009 年改正倒産法が定めるそれぞれの否認制度の個別的検討に移る。
3.2.3．否認制度を改正した法令等
以下では、現行 2009 年改正倒産法に至るまでの法律行為の否認制度を改正してきた法令
等の内容をまとめ、その改正の方向や効果について検討する。
債務者の法律行為の否認制度は、数回の改正を経て発達してきた。ロシア連邦の最初の
倒産法である 1992 年倒産法は、その第 28 条では、初めて債務者の行為の否認制度を定め
た。当該規定の特徴は、否認要件として、倒産手続開始前の行為の否認の可能性や債務者
及びその相手方の主観的要件（債権者を害する債務者の意思やその意思に関する相手方の
悪意）を定めた点であるが、大きな問題は、法律行為ではなく、行為のみの否認を定めた
ことである。当該制度に対し、
「当該法律行為の相手方がその法律行為から発生する義務を
等価的に履行しなかった場合を如何に評価できるのか」や「法律行為自体が特定債権の優
先的な弁済を定めていなければ、当該法律行為の実行を伴う行為が以下に優先的な弁済に
なるのか」という批判160があった。
倒産法制度の改正に伴い、1998 年倒産法第 78 条と 2002 年倒産法第 103 条は、否認制度
に関する規定を改めて規定した。2002 年倒産法における法律行為の否認制度は、多少の改
正を除けば、1998 年倒産法と同様である。特に、否認の事由やその時期的範囲等が変更さ
れていない。2002 倒産法の一つの問題点は、否認の対象行為を一部の法律行為の類型に限
定し、一般的な事由を規定しなかったことである161。その結果、第 103 条の定める事由に当
たらない、債権者の利益を侵害する法律行為を否認できるか否かの問題が発生していた。
第 103 条の定める否認事由に当たらない法律行為の例として、2002 年倒産法第 19 条及び第
103 条第 2 項の定める利害関係人以外の者を相手に行われる、倒産手続開始直前に意図的に
2009 年 4 月 28 日付第 7 第 3 号「ロシア連邦法令の一部の法律を改正する連邦法律」の制定により、
新しい倒産法が制定されたわけではなく、2002 年倒産法の法律行為の否認に関する諸規定が改正され、他
の規定は 2002 年倒産法のままである。否認制度の改革の経緯を分かりやすく説明するため、2009 年倒産
法という。ただ、1992 年に最初の倒産法が制定された以降、1998 年及び 2002 年それぞれ新しい倒産法が
制定され、その前の倒産法版が廃止された。
160 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: “Волтерс
Клувер”, 2010 г. // СПС «Консультант Плюс». С. 36.
161 1992 年倒産法は、
否認の事由として、債権者の利益を害する債務者の意思や相手方の主観的要件など、
より詳細な事由を規定していたが、それは、1998 年及び 2002 倒産法において省いてあった。
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財産を廉価で売却する債務者の法律行為である。一般的な事由がないため、上述のような
法律行為を否認するため、実務では、民法の一般的な規定を無理に適用するしかなかった162。
実務では、非等価的な反対給付を伴う法律行為は仮装の法律行為163として争われてきた。ま
た、当該法律行為の無効事由として、公徳心及び法秩序に反する法律行為の無効を定める
民法第 169 条も偶に使われていた。ただし、上述の規定に基づく法律行為の無効認定訴訟
の効果が低かった。その理由は、裁判官は所有権の自由を定める民法第 209 条及び契約の
自由を定める民法 421 条に基づいて、当該法律行為の無効を否定してきた164。
否認制度の改正への最初の動きは、
最高仲裁裁判所幹部会が 2007 年 6 月 19 日付第 2196/07
号決議を宣言したことである。債務者の仮装の法律行為の無効（連邦民法典第 170 条第 2
項）を求める債権者の申立てを審理するにあたって、下級仲裁裁判所は、当該債権者を第
166 条第 2 項の定める利害関係人に入らないことを理由に、訴えを却下した。しかし、最高
仲裁裁判所は、上述の決議をもって、「当該法律行為は、債権者の財産的利益に関するもの
で、倒産手続における債権者の権利及び清算財団の範囲に影響するのであれば、債権者は、
債務者が行った法律行為（絶対的無効行為）の否認（無効効果の適用）を求めることがで
きる165」と決定した。これは、絶対的無効行為に対し、その無効効果の適用を求めるもので、
取り消しうべき法律行為及び倒産法における否認権とは異なるものであるが、その絶対的
無効行為に関する無効効果の適用を請求できる利害関係人の範囲内に債権者も含まれると
した点で、意義があると思われる。
法律行為の否認に関する民法第 169 条の適用を廃止したのは、2008 年 4 月 10 日付「ロシ
ア連邦民法第 169 条の対象となる紛争の審理に関する一定の事項について」の第 22 号最高
仲裁裁判所総会決議である。当該決議第 1 項によると、ある法律行為に対し、民法第 169
条を適用できるか否かを確認する際、裁判官は、当該法律行為が他の法令の要件に反する
ものだけではなく、社会秩序や公徳心に反するものかどうかをも確定しなければならない。
また、当該決議第 4 項は、倒産手続開始前、またはその開始後の行われた債務者の法律行
為の取消しに関する事件を審理する際、以下の法律行為に対し、民法第 169 条が適用され
ず、倒産法の定める否認の対象となると明確に規定した。
1) 利害関係人を相手に行われた債務者の法律行為。

Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практики его применения / Под ред. В. В. Витрянского. –М.: Статут, 2010.
С.89.
163 ロシア民法第 170 条第 1 項によると、他の法律行為を隠す目的に行われた法律行為（仮装の法律行為）
の無効を定めている。仮装の法律行為は、絶対的無効行為である。
164 Себякина Е. П. Договорное право, сделки. Материал подготовлен с использованием правовых
актов по состоянию на 1 сентября 2011 года // Журнал «Слияния и Поглошения». N 9`2009.
http://www.kmcon.ru/main/articles/jurist12/jurist12_6316.html. 2012 年 10 月 28 日閲覧。民法は、法律
行為の無効の一般的な効果として、相互原状回復を定めている。
、しかし、法律行為が民法第 169 条または
第 170 条に基づき、無効とされた場合には、善意であった相手方への一方原状回復と他方の譲渡したもの
のロシア連邦へ徴収が規定されている。
165 Постановление Президиума ВАС РФ от 19.06.2007 №2196/07.
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2) 一部の債権を優先的に弁済することを目的として、特定債権者を相手に行われる
法律行為。
3) 価格又（又は）その他の条件が、比較的同様の状況下でなされる法律行為の価格
又（又は）その他の条件より異なっており、債務者にとって現実的に不利な当該
法律行為166。
次は、2008 年 5 月 20 日付第 15756/07 号の最高仲裁裁判所決議及び 2008 年 11 月 25 日付
第 127 号通知書であり、当該決議は、民事的権利の乱用となる法律行為の取消可能性を定
めた167。ここで言われている民事的権利の乱用となる法律行為は、絶対的無効行為ではなく、
取り消しうべき法律行為である。この段階では、債権者の財産権を侵害する法律行為の否
認は定められていなかったが、債務者が民事的権利を乱用して行った法律行為の取消可能
性が明らかになった。
2009 年初めには、最高仲裁裁判所は、以下の 3 つの決議及び通知書を宣言した。
1） 2009 年 4 月 14 日付最高仲裁裁判所幹部会第 128 号「連邦倒産法の定める法律行為の
否認事由に基づく紛争の下級仲裁裁判所における審理の実務の視察」の通知書は、
否認の対象行為、相手方、申立権者の範囲に関する実務の諸問題を明らかにした168。
2） 同日付最高仲裁裁判所幹部会第 129 号「連邦倒産法第 66 条第 1 項第 2 段落の規定の、
下級仲裁裁判所による適用の実務の一部事項について」の通知書は、倒産手続が開
始され、監視手続が適用された後、債務者が管財人の同意なしに行った法律行為の
否認を開設した169。
3） 否認制度の改正における次に一歩は、2009 年 4 月 30 日付「連邦倒産法の定める法律
行為の否認の事由に関する事項について」の第 32 号の最高仲裁裁判所総会決議であ
る。この決議は、債権者の権利及び法的利益を侵害する債務者の法律行為の否認に
ついては、管財人又は債権者の申立権を認めたものである。最高仲裁裁判所は、当
該決議の第 10 項において、民法第 10 条第 1 項の定める民事的権利の乱用の禁止及
び倒産手続における債権者の権利及び法的利益の保護の原則に基づき、倒産手続開
始前又はその後に行われた、債権者の権利及び法的利益の侵害へ方向づけられた債
務者の法律行為、特に、倒産財団を減少させる目的をもって、その財産を意図的に
廉価で第三者に譲渡する債務者の法律行為は、管財人又は債権者の申立てに基づき、

Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. N 22 «О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской
Федерации».
167 Постановление Президиума ВАС РФ от 20.05.2008 № 15756/07 и Информационное письмо от
25.11.2008 № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 Гражданского
кодекса Российской Федерации».
168 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. N 128 «Обзор практики
рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оспариванием сделок по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) »».
169 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14 апреля 2009 г. N 129 «О некоторых
вопросах практики применения арбиртажными судами положений абзаца второго пункта 1
статьи 66 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) ».
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無効と認定することができると定めた170。決議の指定している法律行為も、連邦民法
典第 166 条第 1 項の定める取り消しうべき法律行為であると考えられる。そのよう
な結論に導いた理由は、最高仲裁裁判所が、上述の 2007 年 6 月 19 日付第 2196/07
号決議をもって、無効の法律行為については、債権者にその無効効果の適用の申立
権を既に認めており、また、上述の 2008 年 5 月 20 日付第 15756/07 号決議及び 2008
年 11 月 25 日付第 127 号通知書ならびに当該 2009 年 4 月 30 日付第 32 号決議におい
て、
「民事的権利の乱用となる法律行為を否認できる可能性」、
「無効と認定すること
ができる」という言葉使いをしていることである。
否認制度改正の最終的段階は、2009 年 4 月 28 日付第 7 第 3 号「ロシア連邦法令の一部の
法律を改正する連邦法律171」（2009 年改正倒産法）の制定であり、当該連邦法律は、2002
年倒産法の定める否認制度に、否認の一般的な事由を導入した。特に、｢疑わしい法律行為」
（suspicious transaction, подозрительная сделка、以下では、詐害行為という）及び
「偏頗的な法律行為」
（transaction with preference,сделка с предпочтением、以下で
は、偏頗行為という）の否認を詳細に規定した172。
否認制度の改正を終結したのは、2010 年 12 月 23 日付「連邦倒産法第 3 章の 1 の適用に
関する一部の事項について」の第 63 号の最高仲裁裁判所総会決議である。2009 年改正倒産
法の否認に関する規定の実務における統一的な適用を確保するために制定された当該決議
は、倒産手続開始申立ての受理時点、詐害行為及び偏頗行為の具体例等を解説した。当該
決議の制定はこれまでの否認制度改正作業の最後の段階である。
以上、1992 年ロシアの倒産法が制定されてから現行法に至るまでの倒産手続における法
律行為の否認制度の発展経緯を見てきた。上述したように、現行倒産法における否認制度
は、突然できたものではなく、段階的に改正されてきた制度である。各段階において、当
時の問題の解決を目指して改正が行われてきた。結局、否認制度は、日本及びその他の先
進国倒産法制度が定める否認制度に近づいてきて、レベルが大きく上達した。経済の発展
度や立法作業の延期等により、ウズベキスタン倒産法制度の定める否認制度の改正が遅れ
ているが、ロシアの倒産法制度に相次いで、近い将来に否認制度の改正作業が始まると思
われる173。
以下で、
2002 年倒産法及び 2009 年改正倒産法の定める否認制度の要件について、
Пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. N 32 «О некоторых вопросах ,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральном законом «О
несостоятельности (банкротстве)».
171 Федеральный закон от 28 апреля 2009 г. 73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
172 佐藤りか編集「2009 年 4 月のロシア連邦倒産法改正」. Jones Day, International Insolvency Practice
Newsletter. March 10.
http://www.jonesday.com/files/Publication/c77a6202-802d-4189-9041-915bdfb3c304/Presentation/Publi
cationAttachment/dd9d826c-42a5-4f83-b5cb-a9725be34841/JD%20International%20Insolvency%20Pr
actice%20Newsletter%20March%202010.pdf. 2013 年 5 月 30 日閲覧。
173 2013 年 5 月 31 日をもって、ウズベキスタン共和国は、CIS 諸国の間で締結されている「自由貿易地
域協定」に加盟した。これから、当該自由貿易地域加盟国の間で貿易及び取引関係が増加し、契約関係に
関する法令等が順に改正されていくと思われる。
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個別的に検討する。2002 年倒産法及び 2009 年改正倒産法の定めるそれぞれの否認制度につ
いて、その詐害行為及び偏頗行為の否認要件、否認権行使の効果、否認権行使の手続的事
項を順に分析していく。
3.3．否認権行使の要件等
本節では、まず 2002 年倒産法の定める否認の対象行為、否認対象行為がなされた時期、
債務者及びその相手方の主観的要件について検討する。2002 年倒産法は、ウズベキスタン
現行倒産法の定める否認制度とほぼ同様な規定を設けていたため、否認権に関する当時の
学者の意見や実務における適用状況の分析は、現在のウズベキスタンにおける否認制度を
理解するにあたって、重要な素材である。次に、2009 年改正倒産法が定める否認制度の検
討に進み、新しい否認制度における否認の要件、対象行為の時期や主観的要件を分析する。
3.3.1．2002 年倒産法における否認制度

1998 年ロシアの倒産法第 78 条は、債務者の法律行為の否認を定めた。その後、2002 年
新倒産法が制定され、その 2002 年倒産法第 103 条が法律行為の否認を規定した174。第 103
条は、倒産手続の一種である外部管財手続を規定する第 6 章の中で定められていた。1998
年倒産法と 2002 年倒産法の定める否認制度の間に大きな違いはない。例えば、否認対象行
為の基本的な類型である詐害行為及び偏頗行為の否認要件が同じである。変更されたのは、
社員の脱退に伴う持分払戻行為の類型化と効果である。
2002 年倒産法は、債務者の法律行為の否認制度に関し、客観説を採用していた175。第 103
条は、法律行為の無効の事由として、以下の 4 つの事由を定めていた。
1) 民法の定める絶対的無効行為及び取り消しうべき法律行為（第 103 条第 1 項）。
2) 利害関係人が相手に行われた法律行為（同条第 2 項）。
3) 特定債権者及び第三者を相手に行われた法律行為（同条第 3 項）
。
4) 倒産手続開始申立提出前の 6 ヶ月以内又はその後に行われた、社員の脱出を伴う
持分の払い戻す法律行為（同条第 4 項）
2002 年倒産法は、1998 年債務者の法律行為の否認に関する規定を部分的に改正したもの
であり、その改正の内容は、以下のとおりである176。
1998 年倒産法第 78 条の定める制度が 2002 年倒産法第 103 条に移転された理由は、その否認制度を定
める外部管財手続の前に財政健全化手続が導入されたことである。
175 Телюкина М. В. Комментарий к Федеральному закону от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (журнальный вариант) // "Законодательство и экономика", N 3 12, март - декабрь 2003 г.
176 В.В. Панков, С. Г. Хозяева, Л. А. Чайковская. Постатейный комментарий федерального
закона «О банкротстве». Библиотечка «Российской газеты». С. 202.
174
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1) 1998 年倒産法の下では、債務者の法律行為がロシア民法の定める規定に基づき、
外部管財人の申立てにより否認されてきたことに対し、2002 年倒産法は、連邦法
令の定める事由に基づく否認を設けた。しかし、これは、法律行為の無効に関す
る民法の規定の適用が廃止されたわけではなく、解釈による適用の用途は残って
いる177。
2) 1998 年倒産法の下では、
債務者が倒産手続開始後又はその前の 6 ヶ月以内に行い、
かつ、社員の脱退に伴って持分の払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、
外部管財人または債権者の申立てにより無効と認定されていたが、2002 年倒産法
は、当該法律行為がなされた時期を 2 つに分け、倒産手続開始前の持分払戻行為
についてはその否認可能性を認め、倒産手続開始後の法律行為の絶対無効性を定
めた。また、それぞれの法律行為の否認については、その特別な効果を定めた。
以下の表は、2002 年倒産法第 103 条が定める法律行為の否認の行為及びその要件を表し
たものである。
表5

2002 年倒産法第 103 条が定める法律行為の否認

以下で、民法の定める法律行為の無効制度、倒産法の定める詐害行為及び偏頗行為の否
認制度を順に検討する。

177

連邦法令の定める事由とは、法律行為の無効の一般的事由を定めるロシア民法の規定である。
Недействительность сделок при банкротстве. Основания и порядок признания //
http://www.roskonsalt.ru/publ/2-1-0-11. 2012 年 10 月 14 日閲覧。
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3.3.1.1．民法の定める法律行為の無効の一般的事由

2002 年倒産法第 103 条第 1 項によると、外部管財手続及び清算手続が開始されるまでに
行われた法律行為を含む債務者の法律行為は、連邦法令の定める事由に基づく外部管財人
又は清算管財人の申立てにより、仲裁裁判所が無効と認定することができる。ここで言わ
れている連邦法令とは、ロシア民法第 168 条－第 179 条の定める法律行為の無効の一般事
由を示しており、それらの規定の倒産法における適用可能性を定めている。法律行為が一
部又は全部履行されている場合には、当該法律行為の無効認定請求と同時に、法律行為の
無効効果の適用の申立ても提起される178。
本稿に入る前に、本研究で取り上げている「法律行為」、「法律行為の無効」、「取り消し
うべき法律行為（法律行為の取消し）」、「無効の法律行為（絶対無効行為）」等の用語の意
味を説明するべきである。
債務者の法律行為の無効を定める2002年倒産法第103条で使われている「法律行為の」の
意義について、見解が分かれている。ヒミチェフによると、2002年倒産法における「法律
行為」は、民法法令から由来する狭義で使われておらず、労働関係や課税関係から発生す
る法的行為をも含む広義の概念である179。しかし、この考え方は、論争的な事項である。法
律行為の上述のような広義での解釈は、民法の定める法律行為の意義との混乱を及ぼし、
裁判官による不適切な適用をもたらすおそれがある180。破産法関係は、仲裁裁判所が、債務
者に対して監視手続開始決定を下した時点で民事関係に転換する。その時点で、債務者及
び債権者間の法律関係は、民事法令の対象となる。それまでは、各法律関係が、それぞれ
の法制度、例えば、課税法や労働法により規制される。したがって、民事法令の性質を持
つ法律行為の否認制度は、ロシア民法の第2条第3項に基づいて、上下関係及び一方の権力
に基づく法律関係に対して適用されなければならない。民法第2条第3項によると、民法の
規定は、法令で別除の定めがある場合を除き、一方の他方への行政的な従いに基づく法律
関係に対して適用されない。それは、倒産法の定める否認制度は、法律で明確に指定され
た場合にのみ民事法令以外の課税関係、労働関係や行政関係にも適用できることを示して
いる。さもなければ、上述の法律関係の無効可能性は、それぞれの法制度の定める規定に
基づいて規制される。2009年倒産法においては、上述の解釈が適用されており、その第61
条の1条第3項では、法律行為の否認に関する規定が、ロシア連邦の民事法制度、労働法、
家族法、課税法、関税法及びその他の法令に基づく債権や義務の履行を伴う行為の否認に
も適用できることを定めている。その意味で、倒産法で使われている「法律行為」とは、
民事法制度の定める法律行為であり、それに他の法令の規定に基づく義務の履行行為を含

http://www.roskonsalt.ru/publ/2-1-0-11. 2012 年 10 月 14 日閲覧。
Химичев В. А. Защита прав кредитора про банкротстве. Москва, 2005. С. 93.
180
Царик Г.П. Специальные основания для оспаривания сделок должника в процедурах банкротства. Нужны
ли они? // Предпринимательское право. 2008. N 2. С. 11
178
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めることは、合理的ではない。逆に、立法者も当該行為を法律行為の範囲内に含めておら
ず、その行為に対して、民事法制度の性質を持つ否認制度の規定の適用を許している。
法律行為の無効とは、法律行為の形で行われた行為が、その当事者が期待した効果を発
生させる法律要件（法律事実）を有していないことである。無効の法律行為（絶対的無効
行為）とは、法律行為の形で行われた行為が、当該行為が法令に反することから、その当
事者が期待した法的効果を発生させない、また発生させることができないことである。取
り消しうべき法律行為（法律行為の相対的無効、法律行為の取消し）とは、法律行為の形
で行われた法律行為が、法令の定める事由に基づき、法令の定める者（取消権者）の申立
てによって、裁判所が無効と認定することをいう181。連邦民法典の第 166 条-第 181 条は、
法律行為の無効を規定している。第 166 条は法律行為の無効の定義を定めており、法律行
為は、法令の定める事由に基づき、裁判所の認定により（法律行為の取消し）、又は、その
認定の関係なく（絶対的無効行為）無効とされる。
1）絶対的無効行為
絶対的無効行為とは、違法な行為であり、裁判所に対し、各利害関係人がその無効効果
の適用を求めることができる。裁判所は、職権で、無効の法律行為の無効効果を適用する
ことができる（民法典第 166 条第 2 項）
。絶対的無効行為は、その法律行為が行われた時点
で、無効である。裁判所は、当該法律行為を無効と認定するのではなく、その不明確な無
効状態を明らかにし、公開する役割を果たすのである。法律行為の絶対無効性を定める事
由を 2 つに分類することができる。これは、①無効の法律行為の一般的な事由と、②特別
事由である。前者は、以下の民法の条文で定められている。
1） 法秩序及び公徳心に反する目的でなされた法律行為－第 169 条、
2） 架空及び仮装の法律行為－第 170 条、
3） 精神的障害で行為無能力であると認定された者と行われた法律行為－第 171 条、
4） 14 歳未満の者が行った法律行為－第 172 条、
5） 法律が特定の方式を規定している場合、その方式を違反する法律行為、
6） 法令の定める登記の要件に違反してなされた法律行為。
絶対無効行為の特別事由として、法令の要件を満たさない法律行為の無効を定める第 168
条がある。法令で、当該法令の要件を満たさない法律行為の効果については、取消可能性
またはその他の効果を定めていない限り、当該法律行為は絶対的無効行為とみなされる。
当該法律行為の無効は、要件が満たされていない特定法令の規定と民法第 168 条の適用に
よって確定される。言い換えれば、法令の要件を満たさない法律行為は、原則として、無
効であるが、法令で、法律行為の取消性またはその他の効果を定めている場合には、例外
Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Общая часть. Вещное право. Наследственное
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / Отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е
изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. С.364-367.
181
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的にその効果が発生する。民法第 168 条は、ウズベキスタン民法第 116 条と同趣旨の規定
であるため、その適用も同様である。ウズベキスタン民法第 116 条の適用について、ウズ
ベキスタン倒産法の定める否認制度の紹介において述べたため、ロシア民法第 168 条の説
明を省略し、民法の定める取り消しうべき法律行為の検討に移る。
2）取り消しうべき法律行為
絶対無効行為とは異なり、取り消しうべき法律行為は、法令の定める者が取消の意思表
示をしない限り、有効な法律行為であり、その当事者が期待した効果を発生させる。また、
その特徴として、①最初から無効ではなく、取り消すことによって無効となることと②各
利害関係を有する者ではなく、法令の定める者のみがその取消権を行使できることが取り
上げられる182。
取り消しうべき法律行為の取消事由を 2 つにわけることができる。これは、連邦民法典
第 1 部 4 章 9 節（第 166 条－第 181 条）の定める取消しの一般的事由と民法の他の条文又
はその他の法律の定める特別事由である。取消しの一般的事由としては、以下のものがあ
る。
1） 法人の権利能力の範囲を超えた法律行為の取消し－第 173 条、
2） 法律行為の行う権限の制限を超えて行われた法律行為－第 174 条、
3） 14 歳以上 18 歳未満の未成年者の行った法律行為の取消し－第 175 条、
4） 行為能力が制限された者の行った法律行為の取消し－第 176 条、
5） 自己の行為の意義を分別できず、又は自己の行為を制御できない者の行った法律
行為の取消し－第 177 条、
6） 錯誤により行われた法律行為の取消し－第 178 条、
7） 詐欺、強要、強迫もしくは当事者の一方の代理人の相手方との通謀により行われ
た法律行為又は過酷な事情のもとで行われた法律行為の取消し－第 179 条。
特別事由とは、民法の他の条文、その他の法律で規定されている事由である。それは、
有限会社法第 46 条及び株式会社法第 78 条（会社の貸借対照表上の資産の 25％を超える法
律行為で、取締役会又は株主総会の同意が必要）
、家族法第 35 条第 2 項（他の配偶者の同
意なしに共有財産を処分した配偶者の法律行為の取消し）等である。一般的取消事由また
は特別取消事由に基づく取り消しうべき法律行為は、法律行為の無効を定める一般的規定
に基づいて取り消される。民法は、取消権者と取消の効果を定めている。しかし、倒産法
の定める法律行為の否認制度は、民法の定める取り消しうべき法律行為とは異なるもので
ある。民法の取り消しうべき法律行為を取り消す理由は、法律行為自体に含まれている欠
Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный,
учебно-практический). Части первая, вторая, треья, четвертая. – 3-изд. / С. С. Алексеев, А. С.
Васильев, В. В. Голофаев, Б. М. Гонгало ( и др.); под ред. С. А. Степанова. – М.: Проспект; 2012.
С.236.
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陥であり、取消権者の意思表示によって当該法律行為が取り消される。これに対し、倒産
法手続における詐害行為及び偏頗行為を否認する理由は、法律行為自体の欠陥ではなく、
当該行為が全債権者の財産権を侵害し、または債権者間の平等を侵害するためである。倒
産手続において管財人に民法の法律行為の無効を請求する権限が付与された理由は、平常
時でなされた絶対無効行為及び取り消しうべき法律行為を無効と認定し、倒産財団から失
われた財産を返還することによって、債権者の財産権を保護することである。ただし、実
務では、絶対無効行為または取り消しうべき法律行為に当たらないが、債権者の財産権を
侵害する法律行為が頻繁に行われる。それは、詐害行為と偏頗行為であり、そのような法
律行為の効力を失効させるのは、倒産法の定める否認の特別事由である。2002 年倒産法と
2009 年改正倒産法は、異なる否認事由を定めている。以下では、改正前の 2002 年倒産法の
定める否認の特別事由を検討する。

3.3.1.2．2002 年倒産法の定める否認の特別事由

1）詐害行為の否認
以上、2002 年倒産法第 103 条第 1 項の定める法律行為の無効事由について検討してきた。
第 103 条第 1 項は、否認の特別事由を定めておらず、倒産手続における法律行為の無効を
定める民法の一般的な規定の適用を定めている。以下では、倒産法の定める否認の特別事
由である詐害行為とその特別類型の持分払戻行為、偏頗行為の否認を順に分析していく。
2002 年倒産法第 103 条第 2 項によると、債務者が利害関係人を相手に行った法律行為は、
当該法律行為の結果、債権者に損害が生じた、または生じる可能性がある場合には、管財
人の申立てにより、仲裁裁判所が無効（否認）と認定する。以下の表は、詐害行為の否認
を定める第 103 条第 1 項と持分払戻行為の否認を定める同条第 4 項を表したものである。
表6
否認の対象行為

2002年倒産法の定める詐害行為の否認
債務者が利害関係人を相手

社員の脱退に伴う持分払戻

に行った法律行為（103 条第

行為（103 条第 4 項）

2 項）
行為の時期

時期が制限されていない

倒産手続開始前の６ヶ月間
以内

受益者の範囲

利害関係人

社員

破産者の主観的要件

不要

不要

受益者の主観的要件

不要

不要
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詐害行為の問題として取り上げるのは、①否認対象行為、②その相手方、③詐害行為が
なされた時期と④債務者及び相手方の主観の問題であり、それらの問題を順に検討する。
第 103 条第 2 項の定める否認の対象行為として、実務では、非等価的反対給付を伴う財
産譲渡行為が挙げられてきた。上述したように、倒産法が具体的な規定を設けていなかっ
たため、当該財産譲渡行為は、法秩序及び公徳心に反する法律行為の無効を定める民法第
169 条や架空及び仮装の法律行為の無効を定める第 170 条183に基づいて争われてきた184。た
だし、所有権の事由を定める民法第 209 条及び契約の事由を定める第 424 条に基づき、裁
判官は当該財産譲渡行為の無効を否定した事件も多かった。
まず、第 169 条についてであるが、2008 年 4 月 10 日付「ロシア連邦民法第 169 条の対象
となる紛争の審理に関する一定の事項について」の第 22 号最高仲裁裁判所総会決議は、法
律行為の否認に対する民法第 169 条の適用を廃止した。当該決議第 1 項によると、ある法
律行為に対し、民法第 169 条を適用できるか否かを確認する際、裁判官は、当該法律行為
が他の法令の要件に反するものだけではなく、社会秩序や公徳心に反するものかどうかを
も確定しなければならない。また、当該決議第 4 項は、倒産手続開始前またはその開始後
の行われた債務者の法律行為の取消しに関する事件を審理する際、詐害行為及び偏頗行為
に対し、民法第 169 条が適用されず、倒産法の定める否認の対象となることを明確に規定
した185。
次は、架空及び仮装の法律行為として争われる場合であるが、民法の当該規定は、倒産
法の定める詐害行為の否認と異なるものである。つまり、架空の法律行為の場合には、当
該法律行為が法律効果を発生させる意思なく外見のために行われることに対し、詐害行為
の場合には、例えば、財産が譲渡され、反対給付が行われるため、両制度を両津すること
ができない。仮装の法律行為は、法律行為の効果の点で詐害行為と共通するが、無効の要
件が異なる。すなわち、仮装の法律行為の場合には、両当事者が実際の法律行為を隠す目
的で他の法律行為を締結するため、両当事者の主観が必要である。また、当該仮装法律行
為の目的は、他の法律行為を隠すことである。しかし、詐害行為の場合には、法律行為の
相手方が債務者の意図を知らない（善意）場合もあり、法律行為が必ずしも相互的に行わ
れるわけではない。また、詐害行為の目的は、他の法律行為を隠すことではなく、債権者
の財産権を侵害することである。上述の理由に基づいて、詐害行為を民法の架空及び仮装
の法律行為として争う根拠がないと考えられる。結果として、当時の倒産法が具体的な規
定を設けていなかったため、実務における詐害行為の否認が非効果的であったと言える。
また、ウズベキスタン現行倒産法は未だに同趣旨の規定を設けているため、ウズベキスタ
ンの実務における詐害行為の否認の問題が推定される。

ロシア民法第 170 条第 1 項によると、他の法律行為を隠す目的で行われた法律行為は無効（絶対無効
行為）であり、当該法律行為に当事者が実際に意図していた法律行為にに関する規定が適用される。
184 Себякина Е. П. Договорное право, сделки // Журнал «Слияния и поглошения». N 9`2009.
Золотов. А. С чем борются юристы-позитивисты? «Эж-Юрист», N 9, март 2007 г. // Гарант ру.
185 Постановление Пленума ВАС РФ от 10 апреля 2008 г. N 22.
183
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次の問題は、否認対象行為の相手方である。学者の間では、第 103 条第 2 項の定める詐
害行為を否認するにあたって、利害関係人の範囲に関する見解が対立してきた。利害関係
を広義に解釈する見解によると、利害関係人の範囲は民事法令の定める一般的規定に基づ
いて確定されるべきである。つまり、株式会社における利害関係人の範囲を定める株式会
社法第 81 条から第 84 条までの規定、有限会社における利害関係人の範囲を定める有限会
社法第 45 条に基づいて確定される186。これに対し、利害関係人の範囲が倒産法第 19 条に基
づいて確定されるとする見解があった187。上述の見解の他に、立法者が他の法令に参照する
ことなく、倒産法で利害関係人の範囲を定めるべきであると述べる学者もいた188。上述の解
釈から、倒産手続における利害関係人の範囲については、他の法令の規定も適用されうる
と考えられるが、実務でその範囲が狭義で解釈されてきた。以下の事例は、倒産手続にお
いて有限会社法の利害関係人に関する規定を適用しなかった裁判例である。
事件 4
X (有限会社 ERLAN）の外部管財人である A は、当該 X と Y（有限会社 ERLAN PLUS）の間
で締結された 1998 年 6 月 15 日付消費貸借契約と 1998 年 10 月 16 日付売買契約の否認を求
めて、仲裁裁判所に訴えを提起した。管財人は有限会社における利害関係人の範囲を定め
る有限会社法第 45 条と詐害行為の否認を定める 1998 年倒産法第 103 条を否認の事由とし
て取り上げた。この場合、上記の 2 つの契約を、X 側からも Y 側からも同じ B が署名した。
2000 年 1 月 18 日付第一審裁判所の決定をもって、外部管財人の当該請求は棄却された。
2000 年 3 月 17 日付第二審裁判所の決定は、第一審裁判所の決定を変更しなかった。その後、
原告が上記の契約の否認を求め、破棄審裁判所に訴えを提起した。
事件の分析によると、1998 年 6 月 15 日に、X と Y の間で消費貸借契約が締結され、当該
契約に基づいて、Y が X の Z に対する 20 万ルーブルの債務を受け取った。同年 6 月 22 日に、
Z と Y の間で合意がなされ、Z は、当該 20 万ルーブルの債務の Y による弁済に同意した。
その後、消費貸借契約の履行として、1998 年 10 月 16 日に、X が Y に不動産を売却した（代
物弁済）
。したがって、X が債務の弁済の代わりに、Y に不動産を譲渡し、Y はその不動産を
もって、当該債務を弁済したことである。
破棄審裁判所は、第一審及び第二審裁判所による請求の棄却を肯定している。管財人が
倒産法第 78 条第 2 項に基づき、法律行為の否認を求めるのであれば、当該法律行為の相手
方が利害関係人であること、また当該法律行為の結果、債権者に損害が生じたことを証明
しなければならない。上記の消費貸借契約及び売買契約は、法人間で締結されているため、
法人に関する利害関係人の規定が適用される。1998 年倒産法第 18 条によると、法人債務者

Телюкина М. В. Основы конкурсного права. // СПС «Консультант Плюс». С. 256.
Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротства)» / под
ред. В. В. Витрянского (Автор главы – С. А. Денисов). С.455.
188 Дорохина Е. Правовой аспект утверждения арбитражного управляющего в деле о
несостоятельности (банкротстве) // Хозяйство и право. 2004. N 3. С. 114.
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に対し、その親会社または子会社が利害関係人とみなされる。上記契約が両当事者の代表
者として同じ B によって署名されていることは、違法ではない。この場合、B は、利害を有
する自然人ではなく、各当事者によって権限が与えられた執行機関である。また、上記の
契約の効果として債権者が損害したことが外部管財人によって証明されなかった。
上記の事実に基づき、破棄審裁判所は外部管財人の請求を棄却し、第一審及び第二審裁
判所の決定を肯定した189。
上記の事例で問題とされているのは、有限会社における利害関係人の範囲を定める規定
が倒産法の定める利害関係人に適用されるかどうかである。有限会社法の規定が適用され
れば、会社の執行機関を相手に行われた法律行為は、倒産法第103条第2項に基づいて否認
されるが、上記の裁判例は、その適用を否定している。また、利害関係人の問題とは別に、
両会社の法的関係も疑問をもたらす。会社の社名を見れば、同様の「ERLAN」という言葉が
使われており、上述の2つの契約が同じBによって署名されていることは、両会社の取締役
が同じ人物であることを示し、後者の有限会社「ERLAN PLUS」が前者の有限会社「商館ERLAN」
の負う債務の弁済を回避するために設立されたものと考えられる。上述の問題は、法人債
務者と一定の関係を有する者を相手に行われた法律行為の問題であるが、詐害行為の問題
は、他の法令の定める利害関係人に関する規定を認めるだけでは、解決されない。否認制
度において利害関係人の範囲が規定される理由は、その利害関係人と行われた詐害行為の
主観的要件の証明を緩和するためである。2002年ロシアの倒産法及びウズベキスタン現行
倒産法は否認の主観的要件を定めていないが、2009年ロシア改正倒産法と日本の倒産法制
度は、その否認の主観的要件を規定している。2002年ロシアの倒産法及びウズベキスタン
現行倒産法は、否認対象行為の相手方を利害関係人に限定することによって、債権者の権
利と取引の安全の調和を図っていたと思われる。しかし、倒産手続開開始前に、第三者と
の詐害行為が頻繁に行われるため、債権者の財産権の侵害が多発する。その侵害を防止す
るため、第三者を含む全ての者と行われた詐害行為の否認可能性を定め、そのうち、利害
関係人と行われた詐害行為に関し、主観的要件の証明の転換が設けられるべきであると考
えられる190。
ここで、詐害行為の結果、債権者に生じる損害について考えてみる。実務においては、
その損害が統一的に理解されていない。一般的に、財産の契約上の価格が市場価格より低
い場合が考えられており191、債務者の財産が市場価格ではなく、貸借対照表の残存価格で売
却された結果、他の債権者の債権弁済が不可能になったとした裁判例がある192。また、異な

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18 мая 2000 г. Дело N А13-5319/99-18.
Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика
оспаривания. Бератор-Пресс. Москва, 2003 г. С. 541.
191 Бруско Б. С. Категория защиты в российском конкурсном праве // «Волтерс Клувер», 2006. СПС
«Консультант Плюс».
192 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 24 сентября 2001 г. по делу N
А791055/01СК21035.
189
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る解釈として、外部管財手続においてなされた財産譲渡行為が債務者の再建可能性を不可
能にしたと判断し、当該財産譲渡行為自体を「債権者への損害」として解釈した裁判例も
ある193。詐害行為の否認の積極的要件として、「債権者への損害」が使われているのは、実
務における第103条第2項の適用を困難にする。｢損害｣とは、債権者が金銭的に損害を被る
ことをあらわすため、債権者が受けた損害を金銭化しなければならない。次に、詐害行為
と当該損害の因果関係を証明しなければならない。その意味で、ロシアの2009年改正倒産
法及び日本の倒産法制度では、「債権者に損害が生じた、または生じる可能性があること」
ではなく、「債権者の財産権を侵害すること」が要件とされている。ウズベキスタン倒産
法においては、詐害行為の要件として、未だに「債権者への損害」が規定されているため、
上述の実務上の問題が推定される。
最後に、詐害行為の特別類型である持分払戻行為について検討する。2002年倒産法は、
第103条第4項及び第5項において、社員の脱退に伴う持分払戻行為の否認を定めている。
2002年倒産法は、倒産手続開始後またはその前の6ヶ月以内に行われた持分払戻行為を否認
していた。つまり、倒産手続開始前の6ヶ月間以内に行われたのみで、当該持分払戻行為が
無効とされ、失われた持分が倒産財団に返還されていた。これに対し、2002年倒産法は、
持分払払戻行為の時期を2つに分け、倒産手続開始前の行為の否認可能性、倒産手続開始後
の行為の絶対無効性を定めた。また、各時期になされた行為の否認または無効の特別効果
を規定した。
持分の払戻行為は、詐害行為の一種であると考えられる。企業が清算される際、または
倒産法の清算手続が適用された際、全ての債権者の債権が弁済された後、残存財産を債務
者の社員が受け取る（ロシア民法第67条第1項）。したがって、倒産直前における社員の脱
退によって、当該社員が債権者よりも優先的に弁済を受けていることが推定される。学説
では、持分払戻行為の否認対象行為と絶対無効行為への分類に関する批判がある194。その理
由は、倒産手続開始後の持分の払戻しは、そもそも無効の行為として定められているから
である。倒産法第63条第1項によると、倒産手続が開始されてから、監視手続の効果として、
持分の払戻しが禁止される。そのため、第103条第5項において、再び同趣旨の規定を設け
る必要はないと考えられる。また、倒産手続開始前に持分払戻行為の他に、贈与契約等の
無償行為が頻繁に行われるため、倒産法の定める無償行為の範囲を拡張すべきと考えられ
る。ロシアの2009年改正倒産法は、無償行為の否認を別個に定めていないが、第61条の2条
の定める詐害行為の否認の範囲内で処理されるとしている。ウズベキスタン現行倒産法は、
無償行為の類型として持分払戻行為のみを定めているため、否認制度を改正するにあたっ
て、その無償行為の範囲の拡張を考慮すべきと思われる。

Постановление ФАС Западного-Сибирского округа от 8 июня 1999 г. по делу N
ФО4/1168223/А7099.
194 Гутников О. В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика
оспаривания. Бератор-Пресс. Москва, 2003 г. С. 543．
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以上、2002年ロシアの倒産法における否認制度の一つの類型である詐害行為の否認につ
いて見てきた。詐害行為の具体的な問題として、その否認対象行為、行為の相手方の問題
を取り上げた。また、詐害行為のなされた時期と債務者及び相手方の主観的要件の問題が
残っているが、それを偏頗行為の問題とあわせて以下で取り上げる。
2）偏頗法律行為の否認
2002 年倒産法第 103 条第 3 項によると、倒産手続開始申立受理後又はその前の 6 ヶ月以
内に、特定債権者またはその他の第三者を相手に行われた債務者の法律行為が、当該法律
行為の履行の結果、他の債権者に比べて、その特定債権者が優先的に債権の弁済を受ける
場合、仲裁裁判所が無効と認定することができる。日本の倒産法制度の定める偏頗行為に
相当するものである（以下では、偏頗行為という）
。偏頗行為を否認するためには、以下の
要件が満たされなければならない。
1) 当該偏頗行為が倒産手続開始後またはその前の 6 ヶ月以内に行われたこと。
2) 当該偏頗行為の結果、特定債権者が優先的に弁済を受けること。
上述の要件からすれば、偏頗行為の否認は、財産の譲渡を伴うこと、債権者の権利を侵
害すること、または当該偏頗行為の相手方が善意であったことによるものではない。これ
は、倒産法の定める偏頗行為の否認は、否認要件の客観説に基づいていることを示す。
立法者は、偏頗行為の否認に際して、
「優先的な弁済」の意義を明確にしていない。ヒミ
チェフは、仲裁裁判所において頻繁に審理される偏頗法律行為の類型として、金銭債権の
財産的弁済、反対債権の相殺、既存債権の弁済の保障として、倒産手続開始後又はその前
の「嫌疑期間」において締結される担保契約等を挙げている195。実務では、前順位の債権者
がいるにもかかわらず、後順位の債権者の債権が弁済されたことが優先的な弁済とみなさ
れている。また、同順位内の特定債権者の債権が他の債権者に比べて優先的に弁済される
ことも、偏頗行為に含まれる196。そのため、偏頗行為の否認にあたって、裁判官は、法律行
為の履行に関する事情を調べるとともに、当該法律行為が行われた時に、債権が弁済され
ていない前順位及び同順位の債権者がいないかを確認しなければならない197。以下の事例は、
優先的な弁済の裁判実務における取扱いを表したものである。
事件 5
X 株式会社の清算管財人である A は、X 株式会社及び Y 株式会社の間で締結された 1997
年 12 月 3 日付不動産売買契約の解除を求めて．仲裁裁判所に訴えを提起した。仲裁裁判所

Химичев В. А. Применение последствий недействительности по сделкам а предпочтением //
СПС «Консультант Плюс».
196 Кузнецов Н. Очередность удовлетворения требований кредиторов // Право и экономика. 2003.
N 6.
197 Бруско Б. С. Категория защиты в российском конкурсном праве // «Волтерс Клувер», 2006. СПС
«Консультант Плюс».
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で当該事件の審理が始まる前に、当事者の間で和議契約が締結され、1998 年 9 月 29 日付仲
裁裁判所の決定をもって、倒産事件が終了した。
その後、ロシア連邦最高仲裁裁判所副長の異議申立てに基づき、最高仲裁裁判所総会が
和議契約を承認した当該仲裁裁判所の決定を取り消し、倒産事件が第一審仲裁裁判所に差
し戻した。その理由は、債権弁済順位が侵害されたことである。
管財人が X 株式会社と Y 株式会社の間で締結された不動産売買契約の解除請求を取り下
げた理由は、和議契約で X 株式会社の 2 つの債権者の債権の弁済について合意されたこと
であった。ただし、当該 X 株式会社の債権者集会に提出された資料をみれば、上記の債権
者以外にも、国家年金保険や税務当局等の他の債権者がいることが判明された。したがっ
て、裁判所は、当該和議契約を承認するにあたって、債権弁済順位を考慮に入れておらず、
結果として上記の 2 つ債権者の債権が優先的に弁済されることとなった。
また、管財人の請求は、不動産売買契約の解除であるが、その内容からすれば、売買契
約の否認であった。そのため、第一審裁判所は、管財人に当該契約が 1998 年倒産法第 78
条の定める否認事由があることを説明すべきである198。
偏頗行為が絶対的無効行為か否認対象行為かについては、一般的に、否認の対象行為と
解されている。第 103 条第 3 項を分析してみれば、特定債権の優先的弁済をもたらす法律
行為が、管財人の申立てに基づき、仲裁裁判所が無効と認定するため、否認の対象行為で
あると考えられる。その理由は、当該法律行為が裁判所の判断をもって否認されることで
ある。ただし、実務では、当該法律行為を絶対無効行為として判断した裁判例もある。そ
の倒産事件において、裁判官は、債務者の再建を目的とする外部管財手続に違反して行わ
れ、優先的な弁済をもたらす法律行為が絶対的無効であると判断した199。その理由は、倒産
法第 103 条の規定を、特定行為の行使を禁止する規定して解釈する学説によるものである200。
債権弁済順位の侵害が偏頗行為の一種であると考えられるが、どの法令の定める債権弁
済順位が対象とされているかについて議論がある。倒産手続開始後の偏頗行為に対し、倒
産法の定める債権弁済順位が適用されるには、問題はない。ただし、倒産手続開始前に行
われた偏頗行為に対して適用される債権弁済順位に関して問題がある。ロシアの学者は、
倒産手続開始前の偏頗行為に、その法律行為を規制するそれぞれの法令の規定が適用され
ると主張し、倒産法の定める債権弁済順位の規定が倒産手続開始前の法律行為に適用され

Постановление Президиума ВАС РФ от 6 июля 1999 г. N 1149/99. Вестник ВАС. 1999. N 10.
Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 24 июня 1999 г. по делу N
А7818/4ФО2935/99С2. Постановление ФАС Северо-Западного округа от 22 мая 2003 г. по делу N
А1310368/0206.
200 Дубинчин А.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) юридического лица:
Дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С.173. 著者は、第 103 条を禁止規定として解釈してい
るが、偏頗行為を否認の対象行為として解説した。その根拠として、民法第 168 条が、例外的に法律行為
の否認性を定めることを取り上げた。ただし、その学説に基づいた裁判例は、第 103 条を禁止規定として
適用するが、対象行為の否認性を認めずに、絶対無効行為として判断した。
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199

94

ることを批判している201。倒産法の他に、債権弁済順位を定めている法令として、債務者の
銀行口座からの金銭支払順位を定める民法第 855 条と執行手続における債権弁済順位を定
める執行法第 78 条がある。したがって、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内に行わた偏頗行為が、
上述の債権弁済順位を定める民法第 855 条または執行法第 78 条を違反していなければ、倒
産法第 103 条に基づいて否認されるべきではない。当該法律行為がなされた時点で、倒産
手続が開始されていないため、倒産法の定める債権弁済順位が侵害されていないと考える
べきである202。しかし、筆者は、上述の見解に賛成しない。倒産直前では、債権者の権利を
侵害する法律行為が頻繁に行われるため、立法者は、倒産手続開始前の 6 ヶ月間を「嫌疑
期間」として定めている。この 6 ヶ月間の期間が倒産手続における債権者の権利を保護す
るために設置されたものであるため、この期間内でなされた法律行為に倒産法の規定が適
用される。ウズベキスタン倒産法は、偏頗行為の否認を、倒産手続開始後の法律行為に限
定しているため、現在、上述の問題が起こらない。ただし、否認制度の改正として倒産手
続開始前の偏頗行為の否認が可能になった場合には、その偏頗行為を倒産法上の債権弁済
順位を侵害したものとして否認すべきである。
以上、2002 年ロシアの倒産法の定める詐害行為及び偏頗行為の否認対象行為、行為の法
的性質やその相手方について見てきた。以下では、否認対象行為がなされた時期と否認の
主観的要件を分析した後、2009 年改正倒産法の定める否認制度の検討に移る。
3）否認対象行為がなされた時期
否認制度に関する時期の問題に入る前に、2 つ問題を明確にする必要がある。ロシアの学
者は、否認対象行為の時期の問題として「否認権の出訴期限」を取り上げてきた。否認権
の出訴期限の問題は、管財人が否認権を行使できる期間の問題であり、仲裁訴訟法典の定
める訴えの出訴期限の問題として議論されている。確かに、上述の問題もあるが、それと
は別に、否認対象行為のなされた時期の問題がある。つまり、倒産手続開始前の法律行為
で、どれぐらい前に行われた法律行為を否認できるのかの問題である。以下では、まず、
否認対象行為のなされた時期の問題を検討し、次に、否認権出訴期限の問題を取り上げる。
2002 年倒産法の第 103 条第 2 項の定める詐害行為の否認の場合には、条文上、明確な時
的範囲が定められていなかった。そのことから、法律行為を否認するにあたって、当該法
律行為がなされた時期は関係ないと判断することができる203。したがって、倒産手続開始時
点から相当前に行われた法律行為であっても、詐害行為の対象となってしまうおそれがあ
った。その問題を解決するために、倒産法は、利害関係人と行われた法律行為のみを否認

Бруско Б. С. Категория защиты в российском конкурсном праве // «Волтерс Клувер», 2006. СПС
«Консультант Плюс».
202 Постановление ФАС Московского округа от 23 ноября 2001 г. по делу N КГ-А40/677501.
203 Телюкина М. В. Вопросы и ответы об оспариваемых сделках в процедуре банкротства // СПС
«Консультант Плюс».
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の対象としてきた204。ただし、実務では、否認対象行為の時期についての解釈が統一してい
なかった。例えば、倒産手続開始申立受理前の 6 ヶ月以内に債務者企業の自動車が市場価
格より 10 倍廉価で売却されたが、当該売却行為が否認されなかった。その理由として、倒
産法が詐害行為の時期について明確に規定していないことが挙げられていた205。詐害行為の
範囲を第三者との法律行為に拡張するのであれば、その第三者の権利保護の一つの手段と
して、詐害行為がなされた時期を区切る必要性が生じる。また、否認できる行為の時期を
明確にすることは、否認制度の効果を高める206。2009 年改正倒産法は、詐害行為の範囲を
第三者との法律行為に広げる一方、詐害行為がなされた時期を倒産手続開始前の 3 年間と
区切っている。
第 103 条第 3 項の定める偏頗行為に関しては、偏頗行為がなされた時期として、倒産手
続開始前の 6 ヶ月間を定めていた。2002 年倒産法は、否認の主観的要件を定めていなかっ
たため、否認できる偏頗行為の時期をできるだけ短くした。つまり、倒産手続開始前の 6
ヶ月以内になされた偏頗行為であれば、債務者及び相手方の主観に関係なく、否認の対象
となっていた。2009 年改正倒産法は、主観的要件を要しない 1 ヶ月間及び主観的要件を要
する 6 ヶ月間の期間を定めている。主観的要件が加えられたにもかかわらず、倒産手続開
始前の 6 ヶ月間以内になされた偏頗行為しか否認できないことになっている。
2002 年倒産法において債権者の権利保護と民事取引の安全の調和は、第 103 条に基づい
て無効とされうる法律行為の種類を制限することによって調整されてきた。倒産手続開始
前の 6 ヶ月以内に行われた法律行為のみが、否認できるものとされており、その倒産手続
開始前の 6 ヶ月間は、学説で「嫌疑期間」と称されている。嫌疑期間が 6 ヶ月に限定され
たことは民事取引安全の対策として考えられたのである。しかし、これは、同時に債権者
の権利保護を制限するものでもあった。つまり、債権者は、債務者が嫌疑期間外に行った
財産隠匿行為及び債権者の権利を侵害する法律行為の無効を主張できなかった。詐害行為
及び偏頗行為のなされた時期を確定するにあたって、倒産手続開始前の 1 年間または 6 ヶ
月間のように一定の期間で定めるよりも、支払不能や支払停止等（以下では、形式的危機
時期という）の発生時を出発点としたほうが明確になると考えられる。つまり、2009 年改
正倒産法は、詐害行為の否認にあたって、形式的危機時期についての相手方の悪意を積極
的要件として定めている。当該法律行為を否認する場合には、まず、①法律行為が倒産手
続開始前の 1 年間（偏頗行為の場合、6 ヶ月間）以内になされたか、②法律行為の当時、形
式的危機時期が入っていたか、③相手方が形式的危機時期について悪意かを確認しなけれ
ばならない。否認対象行為の時期の区切りを「形式的危機時期」にすれば、①形式的危機
時期とそれに関する相手方の悪意を確認し、②否認対象行為が当該形式的危機時期になさ
Бруско Б. С. Категория защиты в российском конкурсном праве // «Волтерс Клувер», 2006. СПС
«Консультант Плюс».
205 Арбитражный суд Тюменской области. Дело № А-70-5278/3-2005.
206 Куркин В.Б. Период подозрительности сделки и досудебное предупреждение
несостоятельности: проблемы правоприменения // Вестник Омского Университета. Омск, 2008. N
4(17).
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れたものかを明らかにすれば、否認が成立する。結果として、否認権の要件がわかりやす
くなる。2009 年改正倒産法の定める否認対象行為の時期については、後で取り上げる。
最後に、管財人による否認の出訴期限について検討したい。ロシア連邦最高仲裁裁判所
は、その総会決議第 29 号 42 項において207、詐害行為及び偏頗行為の否認の出訴期限につい
て、次のように定めている。第 103 条第 2 項及び第 3 項に基づく債務者の法律行為の否認
は、1 年間の出訴期間内に、外部管財人又は債権者が申し立てることができる。また、2002
年倒産法第 103 条第 7 項第 2 号に基づき、外部管財人が法律行為の否認を請求する場合に
は、出訴期間は、債務者ではなく、最初に任命された外部管財人が知った又は知るべきで
あった時点から計算される。外部管財人により消滅された申立時効は、回復されない。
以上、詐害行為及び偏頗行為がなされた時期について見てきた。2002 年ロシアの倒産法
は、倒産手続開始前になされた詐害行為の時期を確定していないが、偏頗行為及び持分払
戻行為に関し、倒産手続開始前の 6 ヶ月間の「嫌疑期間」を定めていた。2009 年改正倒産
法は、詐害行為及び偏頗行為のそれぞれのなされた時期を具体的に定め、上述の「嫌疑期
間」を明らかにした。ただし、当該嫌疑期間が延長される一方、第三者の権利保護の問題
が発生する。その問題を解決するために、2009 年改正倒産法は、初めて否認の主観的要件
を定めた。以下では、改正前の 2002 年倒産法の下において、否認の主観的要件が如何に議
論されたかを分析し、2009 年改正倒産法の検討に移る。
4）否認の特別事由に関する債務者及び相手方の主観
2002 年ロシアの倒産法は、法律行為の否認の要件として、債務者及び相手方の主観を定
めていない。つまり、法律行為を締結する時点で、債務者が形式的危機時期にあることを
相手方が知っていたかどうかは、当該法律行為の否認に関係ない。以下では、2002 年倒産
法の下では、第 103 条の定める詐害行為及び偏頗行為の否認に関する否認の主観的要件が
如何に議論されていたかについて検討する。
第 103 条第 2 項の定める詐害行為の否認に関し、
否認の主観的要件が定められておらず、
学説でも、その詐害行為の否認に関する主観的要件の議論がなされていなかった。その理
由は、2002 年倒産法は、詐害行為の相手方を利害関係人に限定したことであると考えられ
る。すなわち、否認対象行為の相手方が利害関係人であれば、形式的危機時期にある債務
者の状況に関する当該利害関係人の悪意が推定され、否認が成立する。利害関係人に反対
の事実を証明する機会は与えられなかったが、否認対象行為の相手方が利害関係人であれ
ば、詐害行為の否認に関し、主観的要件を設ける必要がないと考えられていた。ただし、
2009 年改正倒産法は、詐害行為の相手方を第三者に広げ、否認の対象となりうる法律行為
のなされた時期を延長した一方、善意の第三者の権利を保護するために、主観的要件を導

Пункт 42 постановления Пленума ВАС РФ от 15.12.2004 N 29 «О некоторых вопросах
практики применения Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)"».
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入した。その詳細について、2009 年改正倒産法の紹介において論じる。したがって、ウズ
ベキスタン現行倒産法も、否認制度の改正にあたって、詐害行為の相手方と時期の問題と
ともに、主観的要件の問題をも考慮に入れて、解決策を探る必要があると考えられる。
2002 年倒産法の下では、偏頗行為の否認の主観的要件についての議論が盛んになってい
た。偏頗行為の否認を定める第 103 条第 3 項を分析してみれば、偏頗法律行為の規制が否
認理論の客観説に基づいていることが分かる。その結果、偏頗法律行為の否認が証明しや
すくなり、債権者の権利保護の強力な手段であったが、民事取引の安全を害するものでも
あった208。
当該問題の解決策に関しては、学説において意見が対立していた。ユヒニン（1998）に
よると、当該問題は、ロシア民法典第 302 条209の類推適用により解決されるべきである。つ
まり、法律行為の相手方が善意である場合、法律行為を有効と認定すべきである。これに
反対する見解によると、この解決策は、債権者の財産権を侵害するものである。その理由
は、危機時期にある債務者が外部に元気な外観を見せるため、相手方が当該法律行為の履
行によって自らの債権が優先的に弁済されていることを把握できるのは、困難である。つ
まり、法律行為の相手方が善意である場合が多いから、当該法律行為は有効とみなされる
ことによって、債権者の権利が侵害されるのである210。
第 103 条第 3 項は、偏頗法律行為の否認に関し、債務者やその相手方の主観的要件を定
めていなかったが、実務では、当該規定を解釈し、主観的要件で判断した裁判例もあった。
しかし、
最高仲裁裁判所総会の 2005 年 1 月 18 日付第 11119/04 事件に関する決議をもって、
そのような解釈を否定している。以下では、その裁判例を分析する。
事件 6
2003 年 4 月 25 日に行われた相互債務審査の結果、X 有限会社（建築材料会社）の Y（株
式会社）に対する 73 万ルーブルの賃貸料の債務を負っていることが明らかになった。当日、
X と Y との間で売買契約が締結され、X は Y に建築材料を納入した。同年 4 月 30 日に、X と
Y との間で賃貸料の債権と売買契約に基づく債権の相殺が行われ、当日 X に対して倒産手続
開始申立てが裁判所に提出された。
同年 5 月 22 日に、X に対して倒産手続が開始され、監視手続が適用された。その後、X
が倒産と認定され、清算手続が開始された。
Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: "Волтерс
Клувер", 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
209 民法第 302 条は、善意の取得者に対する財産の返還請求権を定めている。同条によると、財産を譲渡
する権利を有さない者から、取得者がこれを知らず、かつ、知りえずにこの財産を有償で取得した場合（善
意の取得者）において、所有者もしくは所有者が財産を占有させた者が財産を逸出し、所有者もしくは占
有者から財産が窃取され、または他の方法で所有者もしくは占有者からその意思によらずに財産が離脱し
たときは、所有者は、取得者に対して財産の返還請求をすることができる。
210 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: "Волтерс
Клувер", 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
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清算管財人 A は、X と Y との間で行われた相殺を偏頗行為として否認することを求めて、
裁判所に訴えを提起した。2004 年 3 月 4 日付第一審裁判所の決定をもって、清算管財人 A
の請求が棄却された。棄却の理由として、①原告が、相殺締結当時の X の倒産状態に関す
る Y の悪意を証明しなかった、②当該相殺が平常時で行われたものであり、他の債権者の
権利を侵害するものではない、③原告によって、Y の債権が他の債権に比べて、優先的に弁
済されたことが証明されなかったことが挙げられた。また、第一審裁判所は、民法第 302
条を適用し、Y を善意の取得者とし、相殺によって取得された財産の返還請求を否定した。
第二審裁判所も上記の棄却を維持し、偏頗行為の否認を認めなかった。
当該事件を監督審で審理したロシア連邦最高仲裁裁判所は、第一審及び第二審裁判所の
決定を破棄し、事件を第一審裁判所に差し戻した。その理由は、倒産法第 103 条第 3 項は、
相手方が債務者の倒産状態について善意であった場合の偏頗行為の有効性を定めていない
ことである。また、第一審裁判所による民法第 302 条の適用の違法性を示した。民法第 302
条は、善意の取得者に対する財産の返還請求権を定めるものであり、当該事件に適用され
ない。第一審裁判所が言及した相殺によって財産権の取得は間違いであり、相殺は、財産
権の取得事由ではなく、債務消滅事由である211。
ロシア憲法裁判所は、否認制度における主観的要件に関し、次の立場を取っている。憲
法裁判所によると、民法に対し、特別法である倒産法は、債権者の善意を理由に、債務者
と債権者の間で締結された法律行為の有効性を定めていない。つまり、法律行為がなされ
た時点で、相手方である債権者が当該法律行為によって他の債権者の権利が侵害されてい
ることを知らないため、法律行為が有効とならない212。
以上での分析から、2002 年倒産法が否認の主観的要件を定めておらず、実務でも倒産法
の規定の解釈等による主観的要件の適用がほとんどなされていなかったことが分かる。た
だし、ロシアの学者が、法律行為を否認するにあたって、客観的要件とともに、主観的要
件をも考慮すべきであると主張していた213。上述の問題の解決策として、2009 年改正倒産
法は、詐害行為及び偏頗行為の否認に関し、主観的要件を規定し、第三者の権利保護の手
段を設けた。その主観的要件の詳細について、以下の 2009 年改正倒産法の分析において論
じる。
以上、2002 年倒産法の定める詐害行為及び偏頗行為の否認の対象行為、その相手方、行
為がなされた時期や否認の主観的要件について見てきた。以下では、2002 年倒産法におけ

Постановление Президиума ВАС РФ от 18 января 2005 г. N 11119/04.
Определение Конституционного Суда РФ от 4 декабря 2003 г. N 504-О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы общества с органиченной ответственность «Адос» на нарушение
конституционных прав и свобод пунктом 3 статьи 78 Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»» // Вестник КС РФ. 2004. N 3.
213 Телюкина М. В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности
(банкротстве)». С. 255.
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る否認制度を抜本的に改正した 2009 年改正倒産法の定める否認対象の行為、行為の時期、
債務者及びその相手方の主観的要件を順に考察する。
3.3.2．2009 年改正倒産法における否認制度
1）2009 年改正倒産法の定める否認制度の一般的概要
2009 年 4 月 28 日付「ロシア連邦特定法令の改正について」の法律をもって、ロシアの倒
産法の債務者の法律行為の否認制度の関する規定が大きく改正され、第 3 章の 1 が新しく
導入された214。また、当該制度の名称も、
「債務者の法律行為の無効、Недействительность
сделок должника」から「債務者の法律行為の論争、Оспаривание сделок должника」
（以下では、法律行為の否認という）に変更された。立法者は、新しく導入された第 3 章
の 1 の定める制度の対象法律行為は、絶対的無効行為ではなく、取り消しうべき法律行為
であることを示し215、その意味で、当該制度は、法律行為の無効を規定する民法の制度から、
法律行為の否認制度に変更したことが分かる。債務者の法律行為の否認を定める条文が独
立した第 3 章の 1 に集められたことは、合理的である。その理由は、否認制度が倒産手続
全体において一般的な役割を持っていることである。再建型倒産手続における否認制度の
機能は、債務者の支払能力を回復することであり、清算型倒産手続における機能は、破産
財団を増幅させることである。否認に関する規定を各倒産手続を規制する章の中で設ける
ことは、条文の繰り返しになるため、その問題を防ぐために、同規定が第 3 章の 1 に集ま
れた。ただし、現行倒産法の定める監視手続及び財政健全化手続においても倒産手続開始
後の法律行為の否認に関する規定が残っており、否認に関する規定全てが集まれているわ
けではない。この問題の詳細について、否認制度の手続的事項の分析において取り上げる。
2009 年改正倒産法は、
2002 年倒産法の法律行為の否認に関する諸規定を抜本的に改正し、
法律行為の否認の実体法的及び手続法的事項を細かく規定した。実体法的事項として、否
認の対象行為、否認事由、否認行使の効果があり、手続的事項として、否認事件の審理や
申立権者に関する規定が導入された。その改正の必要性を発生させた理由としては、以下
のものが挙げられる。

2002 年倒産法において、債務者の法律行為の無効を定める条文が、外部管財手続を規律する第 6 章に
入っていたが、当該改正によって導入された第 3.1 章は、ある一定の倒産手続の中に入っておらず、仲裁
裁判所における倒産事件の審理を定める、第 3 章の中に入っている。
215 Пункт 4 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»».
214
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1) 2008 年後半において、契約に基づく義務の不履行が増加し、その結果、倒産事件
数が増えた。この場合、会社の執行機関による会社の資産を廉価で引き出すこと
を含む、資産を減少させる行為が頻繁になされていた216。
2) 否認権行使に関する裁判実務が統一していなかった。否認権を規制する倒産法の
規定は部分的であったため、裁判官の間では当該事項を処理するにあたって、統
一的な立場はなかった。
3) ある法律行為を否認すべきであっても、当時の倒産法においては、それを否認す
るための事由は明確ではなかった。
2009 年改正倒産法は、否認の特別事由を詳細に定めるとともに、否認の対象行為の範囲
をも拡張している。2009 年改正倒産法第 61 条の 1 条第 1 項によると、債務者の法律行為は
もちろん、第三者によって行われた法律行為も否認の対象となりうる。つまり、第三者の
法律行為を同法第 61 条の 2 及び 61 条の 3 の定める特別否認事由に基づいて否認すること
ができる。特に、第三者によって行われた以下の法律行為が否認の対象となる217。
1) 債権の相殺に関する債権者の意思表示。
2) 執行役によって提出された執行リストに基づく振込を含む、銀行及び第三者の債
権の弁済による債務者・顧客の金銭の銀行による帳消し。
3) 執行手続における債務者の財産の処分によって得られた金銭の振込又は債務者の
口座からの振込。
4) 執行手続における債務者財産の執行役による留置又は担保権者による留置。
また、2009 年改正倒産法は、同法第 3 章の 1 の定める法律行為の否認の規定の適用を、
法律行為とともに、債務者の一定の行為に対しても拡大している。同法第 61 条の 1 条第 3
項によると、法律行為の否認に関する規定は、民法、労働法、家族法、課税法、ユウロア
ジア同盟及びロシア連邦関税法、又、裁判アクトその他の法的アクトの執行制度から発生
する債権及び義務の履行に向けて行われた行為の否認にも適用される218。具体的に、以下の
行為に対し、法律行為の否認の規定が適用されうる219。
1) 民事的義務の履行を伴う行為（現金又は振込による債権の弁済、債権者への財産
の譲渡）又は債務の消滅をもたらすその他の行為（相殺申立て、更改による債務
の消滅に関する合意、解除料の提供等）
。
2) 銀行による、その銀行又は第三者の債権の弁済として債務者の金銭の処分行為（強
制的及び顧客の処分によるものを含む）
。
М. Шербакова. Новые возможности кредиторов по оспариванию сделок и взысканию долгов
при банкротстве. Горячая линия бухгалтера, 2009, 21-22.
217 Пункт 3 Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63. «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»».
218 П.3 ст. 61.1 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) "О
несостоятельности (банкротстве)".
219 Пункт 1 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах,
связанных применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»».
216
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3) 賃料及び賞金の支払行為。
4) 婚姻契約、一般共有財産の分割合意。
5) 税金、拠金、関税料金の支払人による納付及び相当股間機関の決定に基づく当該
支払人の銀行口座からの徴収。
6) 和議締結決定及び和議契約を含む裁判アクトの執行行為。
7) 債務者の財産の処分によって得られた金銭の執行役による振込行為。
第 61 条の 1 条第 2 項は、条件付き法律行為の成熟時を規定している。条件付き法律行為
は、その条件（停止条件又は解除条件）が成立した時に、行われたとみなされる220。当該規
定は、条件付き法律行為が行われた時点の確定及び当該法律行為に対し、否認に関する規
定の適用可能性を確定するために用いられる。つまり、当該停止条件又は解除条件が、倒
産法第 61 条の 2 及び第 61 条の 3 の定める嫌疑期間内221において成立すれば、当該法律行為
が嫌疑期間内に行われたものとみなされ、否認規定が適用可能となる。それとともに、嫌
疑期間内に行われた条件付き法律行為は、当該条件が成立しなくても、否認の対象となり、
否認されうる。
以上、2009 年改正倒産法の定める新しい否認制度の一般的な規定について見てきた。以
下では、否認の基本的な類型である詐害行為及び偏頗行為の否認対象行為、対象行為の相
手方、債務者及び相手方の主観的要件を順に検討する。

2）詐害行為（詐害法律行為）

a) 第 61 条の 2 第 1 項の定める詐害行為の否認
2009 年 4 月 28 日付改正を持って、倒産法に「疑わしい取引（suspicious transaction,
подозрительная сделка、以下では、詐害行為）
」及び「偏頗的な取引（transaction with
preference, сделка с предпочтением、以下では、偏頗行為）
」の否認類型が導入された。
2009 年改正倒産法第 61 条の 2 は、債務者の詐害行為の否認を定めている。同条第 1 項によ
ると、
倒産認定の申立の受理後またはその前の 1 年間以内になされた債務者の法律行為は、
当該法律行為の相手方がその法律行為から発生する義務を等価的に履行しなかった場合、
債務者に現実的に不利な当該法律行為の価格又はその他の条件が、比較的同様の状況の下
でなされる他の法律行為の価格又はその他の条件より異なる場合には、仲裁裁判所は、当
該法律行為を否認することができる。特に、債務者がなした財産の譲渡又は義務の履行の
当該規定は、ロシア民法第 157 条の類推適用したものである。
ここで使われている「嫌疑期間」とは、2009 年改正倒産法第 61 条の 2 第 1 項の定める 1 年間及び第
61 条の 3 第 2 項の定める 1 ヶ月間の期間である。
第 61 条の 2 第 2 項の定める 3 年間及び第 61 条の 3 第 3
項の定める 6 ヶ月間の期間は、嫌疑期間外とされている。ロシアの立法者が「嫌疑期間」と呼んでいるの
は、主観的要件が設けられていない否認対象行為がなされた時期であり、
「嫌疑期間外」とは、主観的要件
が設けられている否認対象行為がなされた時期のことである。
220
221
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市場価格が、当該法律行為の相手方による反対給付の価格を上回る場合、当該財産の譲渡
又は義務の履行が非等価的になされたものとみなされる。同条第 2 項は、詐害行為の否認
を一般的に規定しており、債権者の財産権を侵害する法律行為の否認を定めている。以下
の表は、第 61 条の 2 の定める詐害行為の否認の要件を表したものである。
表7
否認の対象行為

第 61 条の 2 の定める詐害行為の否認の要件
非等価的な反対給付を伴う

債権者の財産権を侵害する

法律行為の否認（第 61 条の 2

法律行為の否認（第 61 条の 2

第 1 項）

第 2 項）

倒産手続開始申立受理前の 1

倒産手続開始申立受理前の 3

年間

年間

受益者の範囲

受益者の制限はない

受益者の制限はない

破産者の主観的要件

不要

債権者の財産権を侵害する

行為の時期

目的
受益者の主観的要件

不要

債務者の目的に関する悪意

第 61 条の 2 第 1 項は、倒産手続開始申立受理後またその前の 1 年以内に行われた、非等
価的な反対給付を伴う詐害行為の否認を定めている。当該法律行為の価格その他の条件が、
同様の状況で行われる類似法律行為の価格その他の条件より廉価又は債務者の経済状態を
悪化するものである場合も、非等価的反対給付を伴う詐害行為とみなされる。この場合、
履行が等価的か否かが、当該法律行為の条件の分析によって判断されるものであり、当該
法律行為が、既に両方又は一方によって履行されていることが不要である。上述のことを
まとめれば、第 61 条の 2 第 1 項の定める詐害行為の否認の要件は以下のとおりである。
1) 当該法律行為が、倒産手続開始申立受理後又はその前の 1 年以内に行われたこと。
申し立て受理前の 1 年間は、嫌疑期間であり、民事取引の安全を図るために定めら
れた期間である。
2) 当該法律行為の反対給付が、非等価的であること。立法者は、債務者によって譲渡
された財産又は義務履行の市場価格が、その法律行為の反対給付の価格を上回る全
ての法律行為を、非等価的な反対給付を伴う詐害行為としている。この場合、財産
の売買又はサービスの提供が、国家が定める価格に基づいて行われるのであれば、
等価的か否かは、その価格を基準にして判断される。
否認の対象となっている法律行為の条件を、同様の法律行為の条件と比較するとき、債
務者によって行われた同様の法律行為の条件や民事取引の他の参加者によって行われた類
似法律行為の条件の履行を考慮に入れるべきである。又、等価的履行を規定した法律行為
であっても、当該法律行為を締結する時点で、その相手に法律行為を等価的に履行するた
めに十分な資産がないことが明確であった場合には、倒産法第 61 条の 2 第 1 項に基づいて
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否認できる222。ここで問題なのは、立法者は、「非等価的履行」の意義を明確にしていない
ことである。同様の法律行為の価格その他の条件より、廉価又は悪状況で締結された法律
行為は、
「非等価的履行」一種のみである。つまり、法律行為の履行が等価的か否かが、各
特定の状況において、裁判官によって確定されなければならない。また、
「類似の状況」や
「同様の法律行為」の意義の解釈も、裁判官に委ねられている223。
第 61 条の 2 第 1 項の定める詐害行為の否認のもう一つの特徴は、主観的要件を定めてい
ないことである。この場合、反対給付の非等価的履行から、相手方の悪意が推定されると
解されている。同条第 2 項の定める詐害行為の否認における相手方の悪意が覆される要件
であることに対し、同条第 1 項の下で推定される相手方の悪意が覆されないものである224。
b) 第 61 条の 2 第 2 項の定める詐害行為の否認
第 61 条の 2 第 2 項は、倒産手続開始申立受理後及びその前の 3 年以内に行われた法律行
為の否認を定めている。第 1 項とは異なり、当該規定は嫌疑期間外の法律行為をも否認で
きる可能性を与えているが、否認対象行為がなされた時期の延長とともに、主観的要件を
設けることによって、民事取引の安全を図ろうとしている。また、第 2 項は、改正前の第
103 条において定められていた、利害関係人を相手に行われた法律行為や社員の脱退による
持分払戻行為をも含めている。第 2 項によると、債権者の財産権を侵害する目的で行われ
た法律行為が、当該法律行為が倒産手続開始申立受理後又はその前の 3 年以内に行われた
ものであり、当該法律行為の結果、債権者の財産権が侵害された場合には、仲裁裁判所が
当該法律行為を否認できる。また、主観的要件として、法律行為の相手方の債務者の当該
目的に関する悪意が必要である。第 61 条の 2 第 2 項の定める詐害行為の要件は、以下のと
おりである。
1) 客観的要件
a) 当該法律行為が倒産手続開始申立受理後又はその前の 3 年以内に行われた
こと。
b) 当該法律行為の履行によって、債権者の財産権が侵害されたこと。2002 年
倒産法第 103 条第 2 項は「債権者に損害が生じたまたはその可能性があるこ
と」を客観的要件として定めていたが、2009 年改正倒産法は「債権者の財
産権が具体的に侵害されたこと」と規定している。ただし、契約が確かに債

Пункт 8 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010. N 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»».
223 Сницерова О. Оспаривание сделки по Закону... о банкротстве // "Консультант", 2010, N 1.
224 Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практика его применения / Под ред. В. В. Витрянского (автор главы – Зайцев
О. Р.). – М.: Статут, 2010. С. 106.
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権者の財産権を侵害するものであれば、管財人は第 102 条第 2 項に基づき、
当該契約を解除することができる225。
2) 主観的要件
a) 当該法律行為が債権者の財産権を侵害する目的で行われたこと。
b) 法律行為の相手方が債務者の当該目的について悪意であったこと。
同条第 2 項の詐害行為を否認するために、上述の要件全てが満たされる必要があり、い
ずれか一つでも成立しない場合には、裁判官は、当該法律行為の否認を棄却する。客観的
要件の一つである債権者の財産権の侵害は、倒産法第 2 条第 32 項に基づいて確定される。
倒産法第 2 条第 32 項によると、債権者の財産権の侵害とは、債務者の財産価値及び量の減
少又は債務者に対する財産的債権の増加、債務者の財産をもって弁済される債権者の債権
の全部又は一部弁済を不可能にする債務者の法律行為その他の行為である226。また、2002
年倒産法は、否認の客観的要件として「債権者への損害」を定めていたが、その「損害」
を証明することは困難であった。そのため、2009 年改正倒産法は詐害行為の客観的要件を
「債権者に対する損害」から「債権者の財産権の侵害」に変更した。この場合、
「債権者の
財産権の侵害」とは、債務超過状態であると考えられる227。
否認対象となりうる法律行為がなされる時期が延長され、嫌疑期間外の法律行為も否認
できるようになったが、民事取引の安全を図るために、主観的要件が設けられている。し
かし、それは法律行為の否認の証明を困難にする。債務者の害意を証明するのは困難で、
債権者の権利の保護手段である否認制度の効果を下げると述べる学者もいる228。まず、債務
者に関する主観的要件であるが、立法者は、債権者の財産権を侵害する債務者の害意を積
極的要件として定めている。ただし、2009 年改正倒産法は、債権者の財産権を侵害する債
務者の害意の証明責任を誰が負うかについて明確に言及していない。条文の趣旨から、そ
の証明責任を詐害行為の否認を請求する管財人が負うと考えられる。その理由は、管財人
が債務者の害意に関する証拠を発見する機会を持っており、また当該詐害行為の否認の利
益を受ける者であるためである229。また、債務者の害意の証明を緩和させるために、2009
年改正倒産法は、主観的要件の推定規定を設けている。推定規定は、債務者の害意と相手
方の悪意に関する推定に分かれている。

Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практика его применения / Под ред. В. В. Витрянского (автор главы – Зайцев
О. Р.). – М.: Статут, 2010. С. 100.
226 Пункт 32 статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ (ред. от 07.12.2011) «О
несостоятельности (банкротстве)».
227 Сысоева О. В. Паулианов иск как способ защиты в проседурах банкротства // Право и
экономика. 2011. N 10. // СПС «Консультант Плюс».
228 Шершеневич Г. Ф. Конкурсный процесс. – Москва: «Статут», 2000. С. 273-274．
229 Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практика его применения / Под ред. В. В. Витрянского (автор главы – Зайцев
О. Р.). – М.: Статут, 2010. С. 94.
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債権者の財産権を侵害する債務者の害意が、債務者が支払不能又は債務超過状態230にあり、
以下の事実がある場合に推定される。
1) 当該法律行為が利害関係人を相手に行われたこと。これは、債権者の財産権を侵害
する債務者の害意を示すと同時に、相手方の債務者の害意に関する悪意を推定させ
る規定でもある。裁判所は、管財人が提出した利害関係人名簿に基づき、債務者と
相手方が同様の経済団体に所属することを確定し、債務者の害意とその害意に関す
る相手方の悪意が有ると判断した裁判例がある231。
2) 当該法律行為が無償で行われたこと。
3) 当該法律行為が社員の脱退による持分の払戻しを伴う法律行為であること。この規
定を文字通り解釈すれば、有限会社、合名会社及び合同会社の社員の脱退が考えら
れるが、当該規定を広義に解釈し、株式会社における自己株の買取にも適用できる
と述べる学者がいる232。
4) 単一又は複数の相互関係のある法律行為の実現により譲渡された財産、受け取られ
た債務又は義務の価格が、債務者の財産の貸借対照表上の価格（当該法律行為がな
される前の最終的な財務諸表に基づく）の 20％以上である場合、信用機関に関して
は、その貸借対照表上の価格の 10％以上である場合。この規定は、会社関連法令で
定められている会社による大規模取引の関する規定に近いものである。ただし、倒
産法の定める規定の特徴は、財産の譲渡だけではなく、大規模な義務の取得も対象
となる。実務では、会社の組織再編手続（分離）における財産譲渡行為が詐害行為
と判断された裁判例がある。譲渡された財産の価格が会社の貸借対照表上の資産の
20％以上を占めていることを理由に、当該行為の詐害性が認められ、当該組織再編
によって設立された会社が債権者の財産権の侵害及び債務者の支払停止等について
悪意であると判断された233。
5) 債務者が住所又は居所を、当該法律行為を行う前に、債権者に通知せずに、変更し
た場合、又はその財産を隠匿した場合、財務諸表書類その他の会計書類を滅失又は
毀損した場合、保管及び実行義務を適切に履行しないことにより、当該書類が滅失
又は毀損された場合。

支払不能及び債務超過の概念は、倒産法制度に新しく導入されたものであり、その定義が、同法 2 条第
33 項及び第 34 項において規定されている。第 33 項によると、債務超過とは、金銭債権及び義務的支払債
権の総額が、債務者の財産の総額を上回った状態である。第 34 項によると、支払不能とは、財産不足によ
って、債務者が金銭債権及び義務的支払債権の一部を支払えない状態である。
231 Постановление ФАС Поволжского округа от 29 июня 2011 г. по делу N А72-18862/2009 // СПС
"КонсультантПлюс".
232 Сысоева О.В. Паулианов иск как способ защиты в процедурах банкротства // Право и
экономика. 2011. N 10. // СПС «Консультант Плюс».С. 74 - 79.
233 Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 1 октября 2010 г. по делу N
А46-13573/2009 // СПС "КонсультантПлюс".
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6) 債務者が、財産の譲渡を伴う法律行為が行われた後にも、当該財産を使用又は所有
すること及び当該財産の新しい所有者に対し、その財産の運命の決定に関する指示
を続けた場合。
上述のものは、債務者の害意を推定する事由である。否認対象行為がなされた当時、債
務者が支払不能または債務超過状態にあったことは、当該債務者の財務相表の審査によっ
て確定される。実務では、消費貸借契約に基づく義務が債務者によって複数回履行されな
かった場合、債務者による金銭債権の支払停止があると判断した裁判例がある234。
第 61 条の 2 第 2 項の定める詐害行為のもう一つの主観的要件は、債務者の害意に関する
相手方の悪意である。ただし、その相手方の悪意の証明責任を誰が負うかについて明確に
言及されていない。それで、2009 年倒産法は、相手方の悪意の推定規定を設けている。以
下の事実があれば、相手方の悪意が推定され、当該相手方の善意であることが証明されな
い限り、否認が成立する。
1) 相手方が利害関係人である場合。2002 年倒産法第 103 条第 2 項の定める詐害行為の
相手方は、同法の定める利害関係人に限定されていた。その後、その利害関係人の
範囲が拡張され、会社関連法令の定める利害関係人も否認対象行為の相手方になり
うることが定められた。2002 年倒産法は、詐害行為の相手方を利害関係人に限定し、
客観的な要件のみで当該詐害行為を否認してきたが、2009 年改正倒産法は、詐害行
為の相手方の範囲を限定しておらず、利害関係人を含む全ての者を相手に行われた
詐害行為の否認を定め、善意の相手方の権利の保護手段として主観的要件を加えた。
また、相手方が利害関係人である場合、その利害関係人の悪意の推定規定をも設け
た。つまり、第 61 条の 2 第 2 項によると、詐害行為の相手方が利害関係人である場
合、債権者の財産権を侵害する債務者の害意に関する相手方の悪意が推定され、利
害関係人である相手方が反対の事実を証明しない限り、否認が成立する。学説では、
利害関係人が詐害行為の相手方である場合のみではなく、当該行為の受益者である
場合にも、この推定規定が適用できると主張する学者がいる235。
2) 相手方が、当該法律行為の結果、債権者の財産権が侵害されることを知っていた又
は知るべきであった場合。この状態の例として、債権者の財産権の侵害が相手方に
とって明らかである場合（例えば、債務者が譲渡した財産の価格が当該財産の市場
価格より相当廉価であること）が挙げられる236。実務では、債権者がいることにつ

Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2011 г. по делу N
А56-5789/2010 // СПС "КонсультантПлюс".
235 Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практика его применения / Под ред. В. В. Витрянского (автор главы – Зайцев
О. Р.). – М.: Статут, 2010. С. 102-103.
236 Пункт 9 информационного письма Президиума ВАС РФ от 13 ноября 2008 г. N 126 «Обзор
судебной практики по некоторым вопросам, связанным с истребованием имущества из чужого
незаконного владения».この総会決議第 9 項によると、財産を譲渡する者に関して明らかに疑問もたらす
状況下（財産の相当廉価売却等）で法律行為が行われたため、裁判所は、取得者の善意を否定している。
234
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いて善意であれば、債権者への侵害についても善意であると判断した裁判例がある
237

。

3) 相手方が、債務者の支払不能または債務超過について知っていた又は知るべきであ
った場合。債務者に対して倒産手続の開始に関する情報が公表されてから、反対の
事実が証明されない限り、何人も倒産手続の開始及び支払不能について知るべきで
あったと解される。実務では、相手方の悪意に関する規定を広義に解釈し、債務者
に対して倒産手続開始申立てが受理されたことに関する情報が裁判所のインターネ
ットのヴェブサイトで公表された時から、相手方が債務者の支払不能について知る
べきであったと判断した裁判例がある238。
法律行為の相手方が、債務者の支払不能又は債務超過状態について知るべきであったか
どうかは、当該相手方が合理的に、又、法律行為を締結する時に要求される注意を払い、
債務者の当該状態について判断できたかどうかによって確定される。2009 年改正倒産法第
28 条第 3 項によると、監視手続、財政健全化手続、外部管財手続、債務者の倒産認定・清
算手続の開始についての情報が、同条の定める手続に従って公表される。上述の情報が公
表されてからなされた法律行為が倒産法第 61 条の 2 第 2 項に基づいて否認される場合には、
反対の事実が証明されていない限り、何人でも、債務者に対して倒産手続が開始されてい
ることを知るべきであったとみなされる239。つまり、法律行為の相手方が、債務者の支払不
能または債務超過状態について知るべきであったと推定される。この点に関しては、日本
の破産法は、
「詐害行為が責任財産を減少させることと当該行為が実質的危機時期又は支払
停止等後になされたことについての受益者の悪意」を要件として定めている。ロシアの 2009
年改正倒産法は、相手方の悪意に関し、主観的要件の 2 段階の構成を設けている。2009 年
改正倒産法第 61 条の 2 第 2 項に基づいて、詐害行為を否認するにあたっては、債権者の財
産権を侵害する債務者の害意についての相手方の悪意の存在が必要である。これは主観的
要件の一つ目の段階である。次の段階として、相手方の上述の悪意の推定規定が設けられ
ている。つまり、①相手方が利害関係人である場合、②相手方が債務者の行為が債権者の
財産権を侵害するものであることを知っていた場合または知るべきであった場合、③相手
方が債務者の支払不能または債務超過状態について知っていた場合また知るべきであった
場合には、相手方の債務者の害意に関する悪意が推定される。この場合、相手方が利害関
係人であることや上述の②と③について知っていたのであれば問題ないが、
「知るべきであ
った」とまで要求されるのは、負担の行き過ぎだと思われる。また、倒産手続開始・各倒
産手続の適用についての情報が公表されてから、何人も債務者に対する倒産手続の開始（支
払不能）について知るべきであると規定されているが、上述の情報が公表される前の支払
Постановление ФАС Северо-Западного Округа от 6 октября 2010 г. по делу N А66-9749/2009.
Постановление Восьмого арбитражного апелляционного суда от 26 июля 2011 г. по делу N
А46-8908/2009 // СПС "КонсультантПлюс".
239 Пункт 7 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010. N 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности
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不能または債務超過についてどうなるのかという疑問もある。最高仲裁裁判所決議第 63 号
第 7 項は、その「知るべきであった場合」が当該相手方が合理的に、又、法律行為を締結
する時に要求される相当な注意を払い、債務者の当該状態について判断できたかどうかに
よって確定されると言及しているが、知るべきであると相手方に負担を負わせるのは、不
当であると考えられる。相手方の悪意が推定され、相手方による反対の事実の証明が難し
ければ、否認が成立しやすくなり、結局、相手方の権利が侵害されやすくなる。そのため、
相手方の悪意の限度を「知っていた場合」に限定する必要があると思われる。
詐害行為の否認を定めている第 61 条の 2 第 1 項及び第 2 項を分析してみれば、第 2 項が
より一般的な規定で、第 1 項はその特則として設けられていることが分かる。つまり、反
対義務の非等価的な履行も、債権者の財産権を侵害するものであるが、その倒産手続開始
に近い時点でなされており、詐害性が高いことから、特則として定められ、否認の要件が
一般要件よりも緩和されている。法律行為が、倒産手続開始申立受理後又はその前の 1 年
以内に行われたものでれば、当該法律行為を否認するために、第 61 条の 2 第 1 項の定める
要件の具備で十分であり、同条第 2 項の要件（相手の主観等）の確定が不要である。非等
価的反対給付を伴う法律行為が、倒産手続開始申立受理の 1 年前、かつ 3 年以内に行われ
たものであれば、当該法律行為は、第 61 条の 2 第 2 項に基づいて否認される。この場合、
非等価的反対給付による債権者の財産権の侵害（客観的要件）と共に、債権者の財産権を
侵害する債務者の目的と当該目的に関する相手方の主観の証明が必要となる。裁判官は、
詐害行為の否認を審理するときには、第 61 条の 2 第 1 項及び第 2 項の定める全ての要件を
確定しなければならない240。
最後に、第 61 条の 2 第 1 項及び第 2 項の間で否認対象の分類を取り上げる。同条第 1 項
に基づいて否認されうる法律行為は、反対給付を伴う法律行為である。最高仲裁裁判所決
議第 63 号第 8 項によると、反対給付を伴わない法律行為（贈与契約）又は、反対給付を目
的としない法律行為（担保契約及び保証債務等）は、同条第 1 項の対象とならず、同条第 2
項に基づいて否認されうる241。同条第 2 項は、反対給付を伴う法律行為を含む債務者の全て
の詐害行為の否認を定めている。ここで問題となるのは、詐害行為の否認の要件とされて
いる主観的要件である。つまり、同条第 1 項は、倒産手続開始前の 1 年以内に行われた詐
害行為の否認を規定しており、同規定に基づく否認の要件は、客観的要件のみである。こ
れに対して、第 2 項は、客観的要件とともに主観的要件をも規定している。上述の最高仲
裁裁判所決議の中で取り上げられている贈与契約や担保契約等は、
第 1 項の対象とならず、
第 2 項の規定に基づいて否認されるとしたら、主観的要件を満たさなければならなくなる。
日本の破産法第 160 条第 3 項は、無償行為の典型例である贈与契約の否認（倒産手続開始
前の 6 ヶ月間以内になされた無償行為）を定めているが、倒産手続開始に近いこと及び詐
害性が高いことに鑑み、客観的要件のみを規定し、当該行為を否認しやすくしている。上
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述のように、倒産手続開始に近いことや詐害性が高いことがあっても、ロシアの 2009 年改
正倒産法は、反対給付を伴わない贈与契約や担保契約等の否認に主観的要件を加えており、
当該行為を否認しにくくしている。第 61 条の 2 の規定がそのままであると、贈与契約等の
否認が証明しにくいことから、債務者が倒産直前に財産を反対給付を伴わない法律行為に
よって逸出しようとする。倒産手続開始後、当該法律行為の否認の訴えが提起されても、
客観的要件とともに主観的要件が証明されない限り、否認されず、財産が逸出したままの
結果となる。実務では、2009 年改正倒産法第 61 条の 2 第 1 項に基づき、贈与契約の否認が
請求される場合がある242。以下の事例では、管財人は価格が 1000 ルーブル（約 30 米ドル）
である債権譲渡契約を実質的な贈与契約であることを主張し、第 61 条の 2 第 1 項の規定に
基づく否認請求を裁判所が棄却した。
事件 7
X 有限会社（リース契約の元ユーザー）の清算管財人である A は、X と Y（新しいユーザ
ー）との間で締結されたリース契約に基づく債権譲渡契約の否認を求めて、裁判所に訴え
を提起した。
リース契約に基づく債権譲渡契約によると、X は、当該リース契約の目的物である車等に
関する一時的所有権及び使用権を Y に譲渡した。債権譲渡契約の価格は、1000 ルーブルと
設定された。ただし、Y は当該債権譲渡契約が締結される前に、前払として 11 万 3128 ルー
ブルを支払っていたが、その支払いについて債権譲渡契約に記載がなかった。
清算管財人 A は、債権譲渡契約が 1000 ルーブルで締結されていることから、当該契約が
実質的贈与契約であることを主張し、2009 年改正倒産法第 61 条の 2 第 1 項に基づく否認を
請求した。
第一審裁判所は、債権譲渡契約の内容を分析し、リース契約に基づく権利義務の無償譲
渡に関する当事者の意思がなかったとし、債権譲渡契約の否認請求を棄却した。
以上の裁判例で、管財人が債権譲渡契約を実質的贈与契約として否認する請求を、裁判
所が「債権契約の無償性がないこと」を理由に、棄却したが、贈与契約等の反対給付を伴
わない法律行為に関する 2009 年改正倒産法第 61 条の 2 第 1 項の適用について何も言及し
ていない。以上で指摘した無償行為の問題を解決するにあたって、ロシアの 2009 年改正倒
産法第 61 条の 2 の規定が再構築され、贈与契約等の無償行為が他の詐害行為に比べて簡単
に否認できるような仕組みが設けられなければならないと考えられる。
3）偏頗行為の否認
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2002 年倒産法の第 103 条第 3 項が定めていた債務者の偏頗行為の否認は、2009 年改正倒
産法の第 61 条の 3 において規定されている。2002 年倒産法の第 103 条第 3 項は、倒産手続
開始申立受理後又はその前の 6 ヶ月以内に、特定の債権者その他の第三者を相手に締結さ
れた又は行われた債務者の法律行為の否認を規定していた。否認認定のもう一つの要件は、
当該法律行為の履行によって、他の債権者に比べて、特定債権者の債権が優先的に弁済さ
れたことであった。しかし、当該規定は、否認権理論の客観説に基づいたものであり、債
権者の財産権を保護する手段ではあったが、民事取引の安全を害するものでもあった。そ
の問題の解決策として、民法典の第 302 条を類推適用し、法律行為の相手が善意である場
合に、当該法律行為を有効とする見解243と倒産法の定める「優先的弁済」の概念を明確にす
る見解244が主張されていた。その後、2009 年倒産法の改正が行われ、法律行為の否認制度
も改正の対象となった。
2009 年改正倒産法第 61 条の 3 は、偏頗行為の否認を定めている。同条第 1 項によると、
倒産手続開始申立受理後またはその前の１ヶ月以内に、特定の債権者その他の者を相手に
行われた債務者の法律行為は、当該法律行為が、他の債権者に比べて特定の債権者に優先
的な取り扱いをもたらした又はもたらす可能性がある場合には、仲裁裁判所は否認するこ
とができる。同条第 3 項は、倒産手続開始後またはその前の６ヶ月以内に行われた偏頗行
為の否認を定めているが、相手方権利の保護手段として否認の主観的要件をも規定してい
る。以下の表は、第 61 条の 3 の定める偏頗行為の否認の要件を表したものである。
表 8 第 61 条の 3 の定める偏頗行為の否認の要件
否認の対象行為

特定債権者の債権の優先的

特定債権者の債権の優先的

な弁済となる法律行為（第 61

な弁済となる法律行為（第 61

条の 3 第 2 項）

条の 3 第 3 項）

行為の時期

倒産手続開始前の 1 ヶ月間

倒産手続開始前の６ヶ月間

受益者の範囲

特定債権者

特定債権者

破産者の主観的要件

不要

不要

受益者の主観的要件

不要

支払不能または債務超過に

優先的な弁済を示す条件

関する悪意
a) 第 61 条の 3 第 1 項が定める偏頗行為の否認
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»: постатейный комментарий / Под ред.
В. В. Витрянского (Автор главы – Юхнин. А. В.). – М., 1998. С. 198.
244 Дубинчин А. Недействительность сделок должника в законодательстве о банкротстве //
Хозяйство и право. 1999. N 5. С. 43; Соколова Н.В. Недействительность сделки в процедурах
несостоятельности (банкротства): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2006. С. 16; Кораев
К.Б. Проблемы недействительности сделок несостоятельного должника. // СПС «Консультант
Плюс».
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第 61 条の 3 第 1 項は、偏頗行為の否認の一般的規定を定めており、否認の要件として客
観的要件のみを規定している。同条第 1 項の定める偏頗行為の否認の要件は、以下のとお
りである。
1) 偏頗行為が倒産手続開始申立受理後またはその前の１ヶ月間以内になされたこと。
2) 当該法律行為が、他の債権者に対し特定の債権者に優先的な取扱いをもたらした又
はもたらす可能性があること。
以下の条件は、その優先的な取扱いをもたらした又はもたらす可能性があることを指定
している。
1) 当該法律行為が、その法律行為が行われる前に発生した、特定の債権者に対する
債務者又は第三者の義務の履行を保障するためのものである場合。この類型の優
先的弁済の典型的な例は、既存債権の弁済の保障として締結される担保契約であ
る。新規担保契約とともに、先に締結された担保契約の目的物の価格を増加させ
る追加的担保契約も偏頗行為の対象となる。実務では、担保契約が定める価格の
増加がないことを理由に、担保目的物を変更した新担保契約の否認請求を棄却し
た裁判例がある。
2) 当該法律行為が、その法律行為が行われる前に発生した債務の弁済については、
その債権者の順位を変更する又はその可能性がある場合。
3) 当該法律行為が、弁済期の到来した他の債権者の債務が弁済されていないにもか
かわらず、弁済期の到来していない特定債権者の債務の弁済をもたらした又はそ
の可能性がある場合。
4) 当該法律行為が、その法律行為が行われるまでに現存していた債務の弁済につい
ては、特定の債権者に対し、ロシア連邦倒産法制度の定める債権弁済順位に基づ
いてなされる取り扱いと比較して、優先的に取り扱うことをもたらした場合。
法律行為の否認申立ての審理にあたって、上述の条件のいずれか一つが存在することは、
当該法律行為を優先的な取扱いをもたらす法律行為として判断するのに十分である。また、
優先的な取扱いは、以上の一覧表の条件に限定されておらず、裁判官の決定により、他の
条件も優先的な取扱いをもたらすものとして判断されうる。ある法律行為が、優先的な取
扱をもたらすものか否かは、それを主張する者（管財人）が証明する。
上述の優先的弁済の3番目の類型は、弁済期が到来した債権者の債権が支払われていない
にもかかわらず、弁済期が到来していない他の債権者の債権を弁済する法律行為を、債権
者の優先的取扱の一例として定めている。この場合、注意すべきなのは、弁済された債権
の支払期限が到来していないことや弁済されていない債権の支払期限が到来していること
は、当該条文に基づく法律行為の否認の要件ではない。つまり、弁済期が到来していない
他の債権がある場合に、その弁済期が到来した債権の弁済行為も否認できる。弁済を受け
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る債権者が、自らが受けた弁済の結果、他の債権者がその債権の弁済を受けられなくなる
ことについて悪意であったことが、積極的要件である245。
特定債権者の債権の優先的な弁済をもたらす偏頗行為として、金銭債権の全ての形での
弁済、反対債権の相殺、倒産手続開始前に既存債権の弁済の保障として締結される担保契
約が挙げられている246。また、上述の類型に解除料の支払いによる財産の譲渡行為をも加え
る学者がいる247。
ここで注意をしなければならないのは、2009改正倒産法第61条の3の定める事由に基づき、
債務者のすべての法律行為が否認の対象となるわけではないことである。否認の対象とな
るのは、他の法律行為から発生する債権の優先的な弁済をもたらす法律行為のみである。
つまり、相手方が当該法律行為の締結によって債権者となる場合は、偏頗行為の否認の対
象とならない。それは、民法の定める法律行為の無効の一般的事由又は倒産法第61条の2の
定める事由に基づいて否認されうる。
偏頗行為が、倒産手続開始申立受理後又はその前の1ヶ月以内に行われたのであれば、そ
れを否認するには、第61条の3第1項の定める要件の具備だけで十分であり、同条第3項の定
める要件は不要である。
2002年倒産法第103条第3項の定める偏頗行為の否認は、否認理論の客観説に基づくもの
であり、倒産手続開始申立受理前の6ヵ月間以内に行われた法律行為の否認を定めていた。
すなわち、倒産手続開始前の6ヶ月間以内に行われた偏頗行為を否認するために、客観的要
件の具備で十分であり、主観的要件は規定されていなかった。2009年改正倒産法第61条の3
第1項は、倒産手続開始前の1ヶ月間を｢嫌疑期間｣とし、この期間内に行われた偏頗行為の
否認については、主観的要件等を定めていない。嫌疑期間が1ヵ月に短縮されたことは、債
権者の権利を侵害するものであり、その期間を6ヵ月間に戻すべきであると主張する学者も
いる248。
b) 第61条の3第3項が定める偏頗行為の否認
2009年改正倒産法のもう一つの特徴は、嫌疑期間外に行われた法律行為の否認を可能に
したことである。第61条の3第3項によると、債務者の偏頗行為が倒産手続開始申立受理前
の1か月以前、6ヶ月以降に行われ、第61条の3第1項第1号（法律行為が、その法律行為が行
Пункт 10 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010. N 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)»».
246 Химичев В. А. Применение последствий недействительности по сделкам с предпочтением //
СПС «Консультант Плюс».
247 Карнаух В. Особенности недействительности сделок по законодательству о банкротстве // СПС
«Консультант Плюс».
248 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: “Волтерс
Клувер”, 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».；Циндяйкина А. Э. Правовое регулирование
конкурсного оспаривания сделок должника про несостоятельности (банкротстве): Дис. канд. юрид.
наук. Москва, 2012. С. 114-115.
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われる前に発生した特定の債権者に対する債務者又は第三者の義務の履行を保障するため
のものである場合）及び第2号（法律行為が、その法律行為の行われる前に発生した債務の
弁済については、債権弁済順位を変更する又はその可能性がある場合）の要件がある場合、
または当該法律行為の相手である債権者又は第三者が債務者の支払不能状態や債務超過状
態又はそれについて判断できる状況を知ったいた場合には、当該法律行為が否認される249。
この場合、法律行為の相手方が利害関係人であれば、当該利害関係人の悪意が推定される。
この6ヶ月間の嫌疑期間の短さを主張し、それを3年にすべきである述べている学者もいる250。
同条第1項と異なり、第2項は偏頗行為の否認の主観的要件を定めている。つまり、偏頗
行為当時、相手方である債権者または第三者が債務者の支払不能状態または債務超過状態
またはその状態について判断できる事実を知っていた場合、当該偏頗行為が否認される。
2009年改正倒産法は、債権者その他の第三者の悪意を主観的要件として定めているが、そ
の証明責任を誰が負うかについて明確に言及していない。この場合、その証明責任は、偏
頗行為の否認を請求する管財人が負うものと考えられる251。かつては、上述の証明責任を相
手方に負担させる動きがあった。最高仲裁裁判所総会決議第32号第19項は、法律行為の相
手方が、当該法律行為当時債務者の支払不能状態について善意であったことを証明すれば、
2002年倒産法第103条第3項に基づく偏頗行為の否認が成立しないと規定していた252。つまり、
相手方である債権者その他の第三者が自らの善意を証明しなければならなかった。
第61条の3第3項によると、相手方が利害関係人である場合には、当該利害関係人の債務
者の支払不能または債務超過に関する悪意が推定される。この場合、立法者は悪意の証明
責任を管財人から利害関係人に転換させ、利害関係人により反対の事実が証明されない限
り、当該偏頗行為の否認を認めている。
3.4．法律行為の否認の効果
3.4.1．2002 年倒産法における法律行為の否認の効果
1998 年倒産法第 78 条（2002 年倒産法第 103 条）は、法律行為の否認を定めていたが、
その否認の特別な効果を規定していなかった。1992 年倒産法は、債務者によって譲渡され
た財産の債務者への一方的な返還のみを規定したことに対し、1998 年倒産法は、法律行為
Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный / А.
Ю, Бушев, О. А. Городов, Н. С. Ковалевская (и др.); под ред. В. Ф. Попондопуло. – 3-изд., -М.:
Проспект, 2011. С. 222-233.
250 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: “Волтерс
Клувер”, 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
251 Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный / А.
Ю, Бушев, О. А. Городов, Н. С. Ковалевская (и др.); под ред. В. Ф. Попондопуло. – 3-изд., -М.:
Проспект, 2011. С. 232.
252 Пункт 19 постановления Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. N 32 «О некоторых вопросах,
связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным Федеральном законом «О
несостоятельности (банкротстве) ».
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の否認の効果について特に定めておらず、民法の法律行為の無効に関する一般的規定を適
用していた。つまり、法律行為の無効の効果を定める民法第 167 条が適用され、両当事者
が相手方から受領したものを返還する義務を負う（相互原状回復）
。この解決方法は公平的
で、善意の第三者（法律行為の相手方）の権利を保護するように見えるが、実際は第三者
が自らの給付を返還できない問題があった。ドゥビーンチンによると、否認の対象が有償
の契約である場合、その契約に基づく義務履行行為の否認（1992 年倒産法が定める行為の
否認）の方が、法律行為の無効認定（1998 年倒産法の定める法律行為の否認）より、当該
契約の相手方に不利益をもたらす。前者の場合、相手方が債務者に行った反対給付を請求
できないにもかかわらず、債務者から受けた全てのものを返還しなければならない。結果
として、その相手方が、一般債権者となり、倒産法の定める債務弁済順位に従って弁済を
受けることになる。多くの場合、倒産財団不足で、配当を受けられない結果であった。法
律行為の否認を定める後者の場合には、その否認の効果として両方の原状回復が行われ、
第三者は、損害を回避できる253。しかし、この場合、ドゥビーンチンは、原状回復を定める
民法典第 167 条の 1998 年倒産法との矛盾を軽視している254。ロシア民法典第 167 条第 2 項
は、法律行為の無効認定の効果として、原状回復を定めている。債務者の法律行為の否認
を定める 1998 年倒産法第 78 条は、否認の特別効果を規定していないため、倒産手続にお
いて否認された法律行為に対し、民法の無効の法律行為の効果に関する一般規定を適用し
ている。このままであると、何の問題もないように見えるが、問題は、法律行為の否認が、
どんな手続において処理されるかである。つまり、1998 年倒産法第 98 条第 1 項第 6 号によ
ると、仲裁裁判所が債務者の倒産認定・清算手続開始を決定した以降の債務者に対するす
べての請求は、清算手続の範囲内において処理され、義務の履行も、同法の定める手続及
び順位で行われる。したがって、原状回復の請求も清算手続内において提起され、相手方
の原状回復が債権弁済順位に基づいて行われる。債務者に等価的な反対給付を行った善意
の第三者が、その受領した物をすべて倒産財団に返還すべきであり、その代わりに債権弁
済の一般順位で原状回復を受けることになる（倒産財団が不十分のため、原状回復されな
いまま、終わる場合が多い）
。
ドゥビーンチンは、その矛盾の解決策を提案し、
「倒産法の規定は、民法の定める原状回
復の実施を妨げるべきではない」と述べている。ただし、この解決策は、2002 年倒産法の
制定によって、その必要性を一部失っている。2002 年倒産法は、上述の矛盾を次のように
改正した。同法第 126 条第 1 項第 6 号は、倒産認定・清算手続開始後の債務者に対する請
求の倒産手続内における審理を規定しており、その例外として、絶対的無効行為に対する

Дубинчин. А. Недействителность сделок должника в законодательстве о банкротстве //
Хозяйство и право. N 5.
254 Гутникова. А. Оспаривание сделок в ходе конкурсного производства.
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無効効果の適用に関する請求を含む一定の請求255の倒産手続外での審理を定めている。つま
り、民法の法律行為の無効認定に基づく請求は、倒産手続外で審理され、民法の定める取
り消しうべき法律行為及び倒産法の定める否認の特別事由に基づく請求は、倒産手続内に
おいて審理されることとなった256。結果として、倒産法第 103 条第 1 項の定める法律行為の
うち、絶対的無効行為に対する無効効果の適用による原状回復の請求は、倒産手続外で審
理される。この場合、原状回復の実施に関し、倒産法の定める債権弁済順位が適用されな
いため、反対給付が債権弁済順位外で返還される。第 103 条第 1 項の定める取り消しうべ
き法律行為及び同条第 2 項－第 5 項に基づく法律行為の否認の特別事由に基づく請求は、
倒産手続内で処理されるため、その法律行為が否認されても、相手方が反対給付の返還（原
状回復）を受けるのは、順位によることになる。
2002 年倒産法制定前の裁判実務においては、債務者の法律行為の否認に関する事件は、
倒産手続内で処理されていた。それを、次の事件の例で確認できる257。
事件 8
モスクワ州仲裁裁判所が、破棄審として審理し、第一審裁判所の判決及び控訴裁判所の
決定を肯定している。原告である X 銀行に対し、1999 年 12 月 15 日付モスクワ市仲裁裁判
所の債務者の倒産認定・清算手続開始決定が下された。その後、原告 X が、被告である Y
銀行に対し、原告及び被告の間で行われた、1999 年 7 月 27 日付解除料に関する契約（当該
契約に基づいて、X 銀行が、Y 銀行に解除料として、5 万 5540 米ドル｛159 万 8844 ルーブ
ル｝の財産を譲渡した）の否認を請求した。1998 年倒産法第 78 項第 3 項によると、倒産手
続開始申立受理後及びその前の 6 ヶ月以内に、特定の債権者その他の第三者を相手に行わ
れた債務者の法律行為が、当該法律行為の結果、特定の債権者の債権が、その他の債権者
の債権と比べて、優先的に弁済されるのであれば、債権者又は管財人の申立てに基づき、
仲裁裁判所が否認できる。同条第 3 項に基づいて、法律行為を否認するために、①法律行
為が、嫌疑期間内（倒産手続開始申立受理前の 6 ヶ月間）に行われたこと、②当該法律行
為が、特定債権者の債権の優先的弁済をもたらすという 2 つの要件が具備されなければな
らない。当該事件においては、解除料の支払いを目的とする契約が、倒産手続開始前の 6
ヶ月以内に行われており、①の要件が具備されている。②については、原告と被告の間で
解除料の契約が締結された 1999 年 7 月 27 日時点において、原告に対し、1999 年 2 月 22 日、
同年 4 月 2 日、同年 4 月 26 日付の裁判執行官の執行決定が裁判所に提出されていた。つま
り、解除料の支払いによって、Y 銀行が弁済を受ける前に、3 人の債権者の債権に関する執

倒産手続外で提起される請求は、同法第 134 条第 1 項の定める、債権弁済順位外で弁済される費用に
関する請求、著作権、慰謝料、違法な占有に対する財産の返還請求及び絶対的無効行為に対する無効効果
の適用に関する請求である。
256 ここで、注意すべきなのは、民法の定める絶対無効行為及び取り消しうべき法律行為も倒産法の定める
否認の特別事由に基づく法律行為の否認も、倒産法第 103 条において規定されていることである。
257 Постановление ФАС Московского округа от 23 ноября 2001 г. Дело N КГ-А40/6775-01.
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行手続が既に開始されていたので、当該解除料の支払いが、Y 銀行の債権を優先的に弁済す
るものであった。第一審裁判所は、1998 年倒産法第 78 条第 3 項に基づいて、当該解除料の
支払行為を否認し、法律行為の無効の効果を適用した。被告は、原告から受領した全ての
財産を返還し、原告（債務者）は、債権登録簿に被告の債権を記載した。裁判所は、法律
行為の無効の効果を適用し、形式的に原状回復を行っているが、その原状回復に基づく請
求が、倒産法の定める債権弁済順位に従って弁済されるため、被告である契約の相手方に
とって良い結果をもたらさない。
倒産手続における法律行為の否認に基づく原状回復請求は、債権弁済順位によって制限
されてしまうが、その債権弁済順位に制限されずに、順以外で弁済を受ける機会はあるの
だろうか。グトニコワによると、原状回復請求の発生時を解釈することによって、順以外
での弁済を正当化できる。2002 年倒産法 134 条第 1 項は、倒産手続開始申立の受理後に発
生した債権が債権弁済順以外で弁済されるとしている。学説では、原状回復に基づく義務
が発生する時点について議論がある。一方では、その原状回復に基づく義務が、法律行為
の否認の効果として原状回復を示す裁判所の判決が下された時点で発生するという解釈が
可能である。この場合、原状回復の義務が、監視手続、外部管財手続、又は清算手続にお
いて発生したものとみなされるため、順以外で弁済される債権に含まれる。他方では、ロ
シア民法典第 167 条第 1 項及び第 2 項を文字通りに解釈すれば、法律行為の無効の効果は
遡及的効力を有する。つまり、法律行為の無効の効果は、当該法律行為が行われた時点で
発生する。したがって、原状回復の請求も当該法律行為が行われた時点（倒産手続開始前）
に発生したとみなされ、順位外で弁済される債権に含まれない。ここで、グトニコワは、
次の解決策を提案した。すなわち、原状回復義務が発生するためには、2 つの要件が具備さ
れなければならない。それは、①無効の法律行為が行われたこと、②当該の無効な法律行
為に基づいて財産が譲渡されたことである。財産が譲渡された時点で、原状回復の義務が
発生し、裁判所は、それを認定すべきである258。したがって、無効の法律行為に基づいて財
産が譲渡されたのは、倒産手続開始前であれば、原状回復の請求が順以外で弁済される債
権に含まれず、債権弁済順位に基づいて弁済を受けることになる一方、財産の譲渡が倒産
手続開始後に行われた場合は、順位外で弁済される債権に含まれ、他の債権と比べて、優
先的に弁済を受けられる。
上述の分析からすれば、1992 年倒産法及び 2002 年倒産法（1998 年倒産法）における相
手方の権利の保護の結果があまり変わらないことになる。1992 年倒産法は、債務者一方の
原状回復義務を定めており、その相手方が債権弁済順位にしたがって弁済を受ける。2002
年倒産法は、両方の原状回復義務を定めていても、相手方がその原状回復を債権弁済順位
にしたがって請求することになる。両方の法律の異なる点は、相手方が提起する請求の類
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型であり、2002 年倒産法における相手方の請求が「原状回復」であれば、1992 年倒産法に
おいては、それが原状回復と異なる請求（例えば、不当利得に基づく請求）であった。
債務者の法律行為の否認制度における原状回復の採用は、不適当である。ローマ法にお
ける法律行為の否認を見てみても、その制度の目的は両方当事者の原状回復を図るもので
はなかった。法律行為の否認の主な目的は、無効の法律行為によって債務者が受けた実際
の損害を補償することであった。法律行為の実施によって債務者が等価的な反対給付を受
けたのであれば、財産を返還するときに、それを相殺することが可能であった。つまり、
債務者も、相手方もお互いに何も返還する必要はなかった。その理由は、当該法律行為の
結果、債務者が相当な対価を得ており、債権者の権利が損害されていないためである。債
務者がその財産を廉価で売却しておらず、相手方もその廉価売却の利益を受けていない場
合には、受領したものをお互いに返還する意味がない。実際に返還することになっても、
相手方が返還し、財産がないため、債務者が返還できないのは当然である。グトニコワに
よると、否認の対象が法律行為か行為かは大きな問題ではなく、否認の効果である。解決
策は、否認の効果を債務者が実際に受けた損害の範囲に限定すべきである。つまり、相手
方が等価的な反対給付を行っているのであれば、受領したものを返す必要はなく、法律行
為が有効のままでなければならない。この場合、債務者が無償で譲渡した財産及び廉価で
譲渡した財産の廉価部分が返還されることとなり、他の部分を相殺することが可能である。
また、悪意の相手方に対する制裁として、例外的に一方的な原状回復が適用されるべきで
ある。悪意の相手方はその受領した全ての財産を返還すべきであり、自らが行った反対給
付を債権弁済順位にしたがって請求しなければならない259。
以上、ロシアの 1992 年倒産法及び 2002 年倒産法における法律行為の否認の効果につい
て見てきた。1992 年倒産法が一方的原状回復、2002 年倒産法は相互原状回復を定めていて
も、効果はほぼ同様であった。両方の場合においても、債務者が譲渡した財産または金銭
が倒産財団に返還されたが、相手方の反対給付の債権が債権弁済順位にしたがって弁済さ
れてきた。しかし、実際、倒産財団が不十分のため、相手方が反対給付の弁済を受けられ
ない場合が多かった。2009 年改正倒産法は、法律行為の否認制度を抜本的に改正した。以
下では、その 2009 年改正倒産法が否認の効果を如何に処理しているかを検討する。
3.4.2．2009 年改正倒産法における法律行為の否認の効果
2009 年改正倒産法は、初めて法律行為の否認の特別な効果を定め、その第 61 条の 6 にお
いてそれを規定している。
同条第 1 項は、法律行為の否認の債務者に関する効果を定めている。債務者その他の第
三者によって譲渡された債務者の財産、債務者による債務の弁済、又、否認された法律行
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為によって失われた全てのものは、清算財団に返還される。現物を返還することができな
い場合には、取得者はその取得時点における当該財産の価値を返還すると共に、ロシア民
法典の不当利得から発生する債権に関する規定に基づき、その価値の変更により発生した
損害をも賠償しなければならない。
法律行為によって譲渡された物の清算財団への返還を定める規定は、改正されるべきで
ある。第 61 条の 6 は、失われた債務者の財産の清算財団への返還を定めている。ただし、
外部管財手続においては、未だ清算財団は存在しない。すなわち、外部管財手続において
債務者の法律行為が否認されれば、その失われた財産は清算財団ではなく、外部管財手続
における財団に返還される。清算財団は、清算手続が開始されてから成立するため、外部
管財手続における清算財団が考えられない。その問題の解決策として、「債務者の無効の
法律行為によって譲渡された物の返還」のように改正されるべきである260。
同条第 2 項及び第 3 項の規定は、否認された法律行為の相手方である第三者及び債権者
の債権の弁済を規制している。第 2 項によると、債務者の法律行為の履行によって財産を
受領した又は債権の弁済を受けた債権者は、当該法律行為が倒産法第 61 条の 2 第 2 項及び
第 61 条の 3 第 3 項に基づいて否認され、その受領した財産又は債権の弁済を清算財団に返
還した場合、債権登録簿に登録された第 3 順位の債権の弁済後、弁済を受ける権利を取得
する。第 61 条の 2 第 2 項及び 61 条の 3 第 3 項は、嫌疑期間外に行われた法律行為の否認
を定めており、否認の要件として、客観的要件とともに、主観的要件をも規定している。
つまり、法律行為を否認するためには、当該法律行為が嫌疑期間外の 3 年以内（詐害行為
の否認を定める第 61 条の 2 第 2 項）又は 6 か月以内（偏頗行為の否認を定める第 61 条の 3
第 3 項）に行われたことを証明するだけでは足りず、債務者及びその相手方の主観（善意
または悪意）をも証明する必要がある。客観的及び主観的要件が証明され、法律行為が否
認された債権者の債権が債権登録簿に記載されている第 3 順位債権者の弁済後に弁済され
るということは、その債務者の経済状態を知りながら、法律行為を行ったために与えられ
る制裁である。
第3項は、第61条の2第1項及び61条の3第2項の定める法律行為、嫌疑期間内に行われた詐
害行為及び偏頗行為の否認の効果を定めている。債務者の法律行為の履行によって、財産
を受領した又は債権の弁済を受けた債権者は、当該法律行為が倒産法第61条の2第1項また
は第61条の3第2項及びロシア民法典の定める事由（取り消しうべき法律行為）に基づいて
否認され、その受領した財産又は債権の弁済を清算財団に返還した場合、倒産法の定める
債権弁済順位に従い、弁済を受ける権利を取得する。この場合、倒産法は、弁済順位を指
定していないが、上述の第61条の2第2項及び第61条の3第3項の否認の効果と比べて、優先
的に弁済されることが分かる。

Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: "Волтерс
Клувер", 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
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同条第4項は、債務の消滅に向けて行われた債務者の行為の否認の効果を定めている。金
銭債権の弁済、財産の譲渡その他の義務の履行を伴う債務者の行為、または義務を消滅さ
せるために行われたその他の法律行為は、倒産法の第61条の3に基づいて否認された場合、
当該債権者に対する債務者の義務は、否認対象行為が行われた時点で発生したとみなされ
る。この場合、当該義務に関する債権者の債権は、当該法律行為が行われたことと関係な
く、独立に存在するとみなされる。
金銭債権が倒産手続開始申立受理前に発生したものであり、当該金銭債権を消滅させる
ために行われた法律行為が否認された場合、当該法律行為に基づく債権は、債権弁済順位
外で弁済される債権の範囲に入っておらず、債権者は破産債権者とみなされる。また、当
該債権は、債権届期間内に提出され、債権登録簿に登録された債権とみなされる。債権者
の当該債権が債権登録簿に記載される時、第3順位債権者の債権の弁済が開始されていなけ
れば、当該債権が債務者の倒産認定・清算手続開始に関する情報が公開されてから2ヶ月以
内に提出された第3順位の債権と平等に弁済される。一方、債権者の債権が、債権登録簿に
記載される時、第3順位債権者の債権の弁済が終了しているのであれば、当該債権の弁済は、
第3順位債権の弁済後の残存財産から弁済される。
第3順位債権の弁済が始まる時点において、義務を消滅させるために行われた債務者の法
律行為の否認手続が開始されており、清算管財人がそれを知っている場合、当該清算管財
人は、否認される法律行為の相手方である債権者の債権を弁済するために十分な金銭を保
管しなければならない。
以上、ロシアの1992年倒産法、2002年倒産法および2009年改正倒産法における法律行為
の否認の効果についてみてきた。以上の分析から、1992年倒産法と2002年倒産法が否認の
効果について異なる規定を設けていても、効果はあまり変わらなかったことが分かった。
まず、倒産財団から失われたものについてであるが、両方の倒産法も、失われたものの倒
産財団への返還を定めている。相手方の反対給付の請求に関しては、後者の方が否認の効
果として相互原状回復を定めていても、相手方の反対給付が債権弁済順位にしたがって弁
済されるため、実質的に弁済を受けられない状況であった。2009年改正倒産法は、否認制
度を根本的に改正し、否認の効果に関する民法の規定の適用を排除した。同法の定める否
認の効果は、否認の事由に基づくものであり、相手方の主観（善意または悪意）で否認の
効果を区別している。つまり、善意の相手方の債権を通常の債権弁済順位（第3順位である
と考えられる）に基づいて弁済し、悪意の相手方の債権を第3位債権の弁済後に弁済するこ
とを定めている。つまり、悪意の相手方に対する制裁として、その債権を劣後化している。
ここでの問題は、法律行為の相手方が行った反対給付は、そのまま倒産財団に組み込まれ
てしまい、当該法律行為が否認されても、他の債権者の債権と同様に返還されることであ
る。換言すれば、ある相手方が行った給付を持って、他の債権者の債権が弁済される結果
となる。これに対して、日本の破産法は、相手方が行った反対給付の利益が破産財団に現
存する場合、債権弁済順位によらない返還を定めている。ウズベキスタン現行倒産法およ
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びロシアの2009年改正倒産法において、相手方の債権が債権弁済順位にしたがって弁済さ
れるため、その相手方の行った反対給付が返ってこない場合が多い。これは、民事取引の
発展に支障を与え、市場における経済主体の互いに対する信頼を侵害するものであるため、
今後の改正にあたって考慮にいれるべきであると考えられる。今まで、否認の実体法的事
項について分析してきた。以下では、否認権行使の一定の手続的事項について検討し、ロ
シアの倒産法制度における否認制度の分析をまとめる。
3.5．倒産事件における法律行為の否認の審理に関する諸問題
3.5.1．監視及び財政健全化手続における否認権の行使
2002 年ロシアの倒産法第 66 条第 1 項第 1 号によると、
一時管財人は、
仲裁裁判所に対し、
同法第 63 条および第 64 条の定める要件に違反して債務者が締結又は履行した法律行為に
ついての無効認定及び無効効果の適用を申し立てることができる。当該第 63 条および第 64
条は、監視手続の効果を定める規定であり、一定の法律行為を行う際、債務者の財産管理
処分権に制限をかけている。また、第 83 条第 4 項第 6 号は、第 79 条財政健全化手続が定
める制限に違反して行われた債務者の法律行為の無効認定の可能性を規定している。ただ
し、それは、倒産手続が開始されてから実施される監視手続、または財政健全化手続にお
いて、債務者の一時管財人または財政健全化管財人の同意なしに行われた法律行為の無効
のことである。つまり、倒産手続開始前に行われた法律行為の否認を定めるものではない。
これらの倒産手続において、管財人の役割は監督にとどまり、債務者の財産管理処分権は
奪われていない状態である。債務者がその権限を乱用し、債権者への配当の元となる財産
をむやみに処分できないように、一定の制限がかけられている。それは、倒産手続開始後
の法律行為であるから、当然なことだと考えられる。ここで、監視手続及び財政健全化手
続において、否認権の行使について検討する。
監視手続は、再建型でも清算型でもない中立的な手続であり、本格的な倒産手続開始へ
の準備段階と言える。この手続のキーマンである一時管財人は、債務者の財産の保全措置
を申し立てたり、債務者の財務諸表を取り調べ、再生の可能性があるかどうかを確認する。
また、財政健全化手続は、DIP（Debtor in Possession）型倒産手続であり、債務者の財産
管理処分権を維持しながら、再生を図る手続である。この段階で、すでに倒産手続が始ま
っているので、詐害行為及び偏頗行為をより速く否認し、失われた財産を倒産財団に返還
させることが、債務者に適用される具体的な倒産手続の選択や債務者の再建に当たり、重
要な課題と考えられる。ただし、ロシアの現行倒産法の下では、上述の倒産手続における
否認権の行使が不可能である。2009 年改正まで、法律行為の否認に関する規定が外部管財
手続を規制する第 6 章の中で規定されていたことに対し、2009 年改正倒産法は、それを独
立の第 3 章の 1 において規定した。その改正を見ると、否認制度が全ての倒産手続におい
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て行使できるように考えられるが、否認の申立権を定める第 61 条の 9 は、その否認申立権
を外部管財人と清算管財人のみに付与している。そのことから、監視手続を実施する一時
管財人および財政健全化手続を実施する管財人は、否認権を行使できないと考えられる261。
倒産法第 66 条及び第 83 条が定めている法律行為の無効認定請求は、上述のように倒産手
続開始後の法律行為を対象としているため、否認権の行使ではない。筆者の意見では、外
部管財手続や清算手続のみではなく、監視及び財政健全化手続においても、否認制度の導
入が必要である。
3.5.2．証明責任の問題
ロシア連邦の最初の倒産法である 1992 年倒産法は、その第 28 条において、倒産手続開
始前に行われた債務者の行為の否認を定めており、否認の客観的要件とともに、主観的要
件をも規定していた。その主観的要件は、特定債権者の債権を弁済することによって他の
債権者に損害を与えることを目的とする債務者の害意とその害意に関する相手方の悪意で
あった。ただし、倒産法は、その主観的要件の証明責任を誰が負うかについて何も言及し
ていなかった。1992 年倒産法の定める否認制度について書かれた論文等はほとんどなく、
また、倒産事件数もあまりなかったことから、当時、否認制度における証明責任が問題と
ならなかったと思われる。
1998 年倒産法は、1992 年倒産法と異なり、債務者の法律行為の否認を定めた。詐害行為
の否認を定める同法第 103 条第 2 項は、利害関係人との法律行為の否認を定めているが、
当該法律行為の否認に当たり、債務者及び利害関係人の主観を不要としている。つまり、
法律行為を否認するために、その相手方が利害関係人であることが十分であり、当該法律
行為の結果、債権者に損害が生じたか、または生じる可能性があるときには、法律行為が
否認される。また、偏頗行為の否認を定める同条第 3 項は、倒産手続開始前に行われた偏
頗行為の否認を定めているが、主観的要件はなく、客観的要件のみで当該偏頗行為の否認
が確定される。学説では、法律行為の否認にあたって、民法典の規定を類推適用して、法
律行為の相手方の主観を確かめるべきと主張する学者はいたが262、裁判所は、｢倒産法第 103
条第 3 項は、相手方が債務者の倒産状態について善意であった場合の偏頗行為に有効性を
定めていない｣263と言及し、主観的要件の適用を否定した。
2009 年改正倒産法は、否認制度を抜本的に改正し、詐害行為及び偏頗行為それぞれにお
て主観的要件を規定した。詐害行為の否認を定める第 61 条の 2 第 2 項は、否認の客観的要
件とともに主観的要件をも定めており、債権者の財産権を侵害する債務者の害意とその害
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意に関する相手方の悪意が認められれば、否認が成立する。債務者の害意の証明責任は管
財人が負うが、相手方の悪意の証明責任を誰が負うかについては明確ではない。また、相
手方の悪意の推定規定が設けられており、当該規定の定める事実があれば、相手方が逆の
事実を証明しない限り、否認が成立する。偏頗行為の否認を定める第 61 条の 3 第 3 項も、
否認の主観的要件を設けているが相手方の悪意の証明責任を負う者を定めていない。実務
では、倒産事件により、その悪意の証明責任を管財人も相手方も負う場合があるため、解
決が統一化されていない。
以上、ロシアの倒産法制度における否認の主観的要件の証明責任について見てきた。ウ
ズベキスタン倒産法は、否認の主観的要件を定めていないため、現在問題とならないが、
否認制度が改正され、否認の主観的要件が導入されれば、上述の証明責任の問題が必ず発
生すると思われる。また、ロシア現行倒産法は、2009 年改正をもって、否認の主観的要件
等を規定したが、その証明責任について言及していないため、実務における解釈が統一さ
れていない。今後、否認制度の改正にあたって、上述の証明責任の問題も考慮に入れ、否
認権を行使しやすくし、倒産手続の各参加者が自らの権利を効率よく行使できるような制
度を設けるべきと考えられる。以下では、否認事件の審理に関する手続的事項を分析し、
ロシアの倒産法制度における否認の分析をまとめる。
3.5.3．否認権の審理
2009 年改正までに、ロシアの倒産法の定める否認は、仲裁訴訟法又は民事訴訟法の定め
る一般手続に従い、倒産事件の枠外で審理されてきた。否認事件が倒産事件の枠外で審理
されたときの問題の一つとして、管轄の問題がある。仲裁訴訟法に基づくと、倒産事件は、
債務者の所在地を管轄する裁判所において審理されるが、倒産事件の枠外で審理される否
認事件は、被告の所在地を管轄する裁判所において審理されることになっていた。結果と
して、債務者の法律行為を否認しようとする管財人は、当該法律行為の相手方である被告
の所在地を管轄する裁判所に、否認の訴えを提起しなければならないこととなっていた。
債務者が法人である場合には、多数の契約関係が存在すると考えられるから、否認事件が
倒産事件を管轄裁判所と異なる裁判所で審理されることは、否認事件の迅速な解決を困難
にし、法律行為の否認制度の現実性に支障を与えるのである。そこで、2009 年改正倒産法
は、上述の問題を解決し、否認事件の倒産事件における審理を定めた。2009 年改正倒産法
第 61 条の 8 第 1 項によると、債務者の法律行為の否認申立ては、当該倒産事件を審理する
裁判所に提出され、当該事件内で審理される。この場合、民法典、倒産法第 66 条第 1 項及
び 82 条第 5 項の定める、取り消しうべき法律行為の否認も、倒産手続内において審理され
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る。ただし、倒産事件の範囲内で審理される紛争は、取り消しうべき法律行為に限定され
ており、絶対的無効行為に対する無効効果の適用の申立ては、倒産手続外で審理される264。
否認事件の審理に関する次の問題は、否認権行使の方法である。2002 年倒産法も 2009 年
改正倒産法も、管財人の訴えによる否認権の行使の方法しか定めていない。2010 年 12 月
23 日付最高仲裁裁判所総会決議第 63 号第 4 項によると、法律行為に、2009 年改正倒産法
第 61 条の 2 または第 61 条の 3 の定める否認事由があることは、当該法律行為の審理手続
における抗弁権を付与せず、倒産法の定める手続にしたがって訴えを提起する権利を付与
する265。ただし、倒産事件において債務者の財産処分または契約上の義務履行に関する訴訟
が、債権者や第三者によって提起される場合があるので、管財人による迅速な対応の方法
を考えなければならない。例えば、倒産手続開始前の債務者の財産処分行為に関し、第三
者が訴えを提起した場合に、その行為を否認するために、管財人が否認の訴えを提起しな
ければならないことは、裁判費用を増加させ、紛争の解決が遅れる結果をもたらす。逆に、
第三者が提起した訴訟において、抗弁等による迅速な対応が可能でれば、紛争の迅速な解
決が可能となり、手続費用も抑えられることになる。
否認権行使に関するもう一つの問題は、否認権を行使する者である。2002 年倒産法は、
管財人とともに、債権者にも、法律行為の否認申立権を与えていた。しかし、債権者は、
債務者のすべての法律行為ではなく、偏頗行為及び社員の脱退に伴う持分の払戻行為の否
認申立権のみを有していた。2009 年改正倒産法は、債権者の否認申立権を廃止し、それを
管財人のみに付与している。
同法第 61 条の 9 によると、
債務者の法律行為の否認申立権は、
仲裁裁判所に外部管財人又は清算管財人266によって提出される267。ただし、債権者の否認申
立権が廃止されたことについて、学説では見解が対立している。当該権限の廃止を批判す
る見解によると、それは債権者の権利及び法的利益の保護の制限である268。債権者の法的保
護を向上するために、管財人と同等に、債権者にも否認申立権を付与すべきである269。債権
者による否認権行使の廃止を肯定する見解によると、この改正の次のような長所がある。
①改正前は、各債権者が、その否認権を行使することによって、お互いの債権を争ったり、
倒産手続を延期させたりしていたことに対し、改正後は、管財人のみが否認権を行使でき
るようになり、債権者による権利の乱用が予防されるようになった。②倒産法制度の目的
Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)». Постатейный, 3-е
издание, переработанное и дополненное // под ред. В.Ф. Попондопуло. Проспект, 2011. С. 247.
265 Пункт 4 постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010. N 63 «О некоторых вопросах,
связанных с применением главы III.I Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)
»».
266 外部管財人は、外部管財手続を実施するために、仲裁裁判所によって選任される倒産管財人である。清
算管財人は、清算手続を実施するために、選任される。
267 Постановление Десятого арбитражного суда от 31.08.2009 по делу N А41-1778/09// СПС
Консультант Плюс.
268 Ширвис Ю. В., Афонина Е. И. Право кредитора оспаривать сделку должника с третьим лицом.
// «Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа», N 4, июль-август 2006
г.
269 Кораев К.Б. Правовой статус конкурсных кредиторов в деле о банкротстве. - М.: "Волтерс
Клувер", 2010 г. // СПС «Консультант Плюс».
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であある総債権者に最大限の満足を与えるにあたって、債権者の統一的な地位が必要であ
るが、否認制度の改正が、その統一的な地位を確保する手段である。債権者集会において、
債権者が債務者のある法律行為を否認することを決定し、その否認権の具体的な行使を管
財人に任せる270。それによって、総債権者は、債務者に対しも、管財人に対しても、統一的
な立場になり、利益を統一化することができる。
検察官、公共料金に基づく債権を有する債権者、非金銭債権者は、倒産法の定める否認
の特別事由をもって、申立てをすることができない。最高仲裁裁判所総会決議第 2 項によ
ると、検察官は、否認の特別事由に基づいて申し立てることができないが、民法典の定め
る法律行為の無効に関する一般的規定に基づいて、特定法律行為の無効認定を請求できる。
債務者及び債権者が、ロシア仲裁訴訟法典第 52 条第 1 項第 3 号及び第 4 号で規定された者
の範囲内に含まれる場合においても、否認の特別事由に基づく検察官の申立権が認められ
ない。その理由は、現行倒産法が、検察官を否認申立権者の範囲に含めていないことであ
る271。
以上、ロシア現行倒産法における否認権の行使に関する一定の問題、否認事件の倒産手
続内における処理、否認権の行使方法、否認の申立権者の問題について検討してきた。も
ちろん、これらの問題は、ロシアの倒産法の定める否認制度の全ての問題ではない。本研
究では、ウズベキスタン倒産法における否認制度の問題と共通するロシアの倒産法制度の
問題を取り上げた。以下では、ロシアの倒産法の定める否認に関する今までの分析をまと
めて、日本の倒産法制度における否認制度の検討に移る。
小括
以上、ロシアの倒産法制度における法律行為の否認制度について検討してきた。ロシア
の倒産法制度の歴史は 17 世紀から始まり、当時の商人及び自然人の倒産に関する規定等が
教会の定める規則やロシア帝国規則等において定められていた。その後、ロシアの倒産法
制度は、西洋倒産法制度の影響下で形成されてきたが、当時においても倒産手続の一定の
問題が総括的に処理されないという問題があった。その問題の一つは、債務者の行為の否
認であった。当時の否認制度は、否認対象行為やその相手方の範囲を限定していたので、
債務者の詐害的行為や偏頗行為等を効率よく否認することができなかった。その後、1917
年にボルシェビキ革命が起こり、社会主義体制へと変わった。新経済政策が実施されたソ
ビエト時代の最初の段階では、倒産法制度は形式的に存在していたが、当該倒産手続にお
いて国や労働者の権利が最優先され、債権者の権利が十分に保護されなかった。ただし、
1960 年代から、ソビエト諸国の経済が計画主義に移行し、倒産法制度は本格的な意味を失
Сницерова О. Оспаривание сделки по Закону... о банкротстве // "Консультант", 2010, N 1.
Кощин В. Оспаривание сделок банкрота // "ЭЖ-Юрист", 2011, N 28.
271 Лебедев. А. М., Фищенко. М. С., Янович. И. И. Новые разъяснения норм Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)»// «Арбитражное правосудие в России», N 3, март 2009 г.
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った。ロシア・ソビエト連邦社会主義共和国民法典や民事訴訟法典から次々に倒産法に関
する規定等が廃止され、倒産法制度に対する必要がなくなった。1980 年代からペレストロ
イカが始まり、企業関連法令の改正作業が始まったが、ソ連が解体し、その加盟国であっ
た各国が資本主義への移行を目的とした自らの法制度を独自に構築することになった。
ロシア連邦の最初の倒産法は、1992 年 11 月 19 日に制定された（1992 年倒産法）。1992
年倒産法は、法人及び個人企業家の倒産を規定していたが、その法律の他に、民間及び国
家企業の倒産に関して異なる基準を定めた大統領令や政令、倒産事件を管轄する特別国家
機関等の決定等があり、当該下位法令は 1992 年倒産法と矛盾するところが多かった。1992
年倒産法は、その第 28 条において、債務者の行為の否認を定めていた。ただし、当該否認
制度の対象は、債務者が特定債権者を相手に行った偏頗行為のみであった272。第 28 条の定
める否認制度の特徴は、否認の主観的要件と否認権行使の特別効果を定めていることであ
る。つまり、主観的要件に関しては、弁済期が到来していない債権の弁済については、債
権者を害する債務者の害意とともに、その害意に関する相手方（特定債権者）の悪意が定
められており、弁済期が到来した債権の弁済に関しては、債務者の実質的倒産状態に関す
る相手方の悪意が規定されていた。否認権行使に関しては、倒産財団の一方的原状回復を
定め、債務者の行為によって失われた財産の倒産財団への返還を定めたが、当該行為の相
手方が一般債権者と並んで、自らが行った反対給付の返還を請求しかなかった。そこで、
当該否認制度において、非等価的反対給付を伴う法律行為の否認はどうなるのか、否認の
効果として失われた財産が倒産財団に返還されるが、その財産譲渡行為の元となった法律
行為は如何に処理されるのかという批判があった。そのような背景下で、新倒産法の制定
作業が始まり、1998 年 1 月 8 日にロシアの新倒産法（1998 年倒産法）が制定された。
1998 年倒産法は、ウズベキスタンの 1998 年倒産法と同様に、ソ連解体後に設立された
CIS 諸国国会委員会が作成したモデル倒産法に基づいて制定された。1992 年倒産法と異な
り、倒産兆候を「債務超過」から「支払不能」に変更し、また個人企業家でない自然人の
倒産を定めたのは、1998 年倒産法の特徴である。ただし、1998 年倒産法にも、いくつかの
欠点が見られ、当時の学者によって批判されてきた。特に、倒産手続における債務者及び
国の利益が十分に保護されないことや倒産法が財産の再分配の手段として利用されている
こと、並びに倒産事件を実施する管財人の独立性や責任に関する規定が設けられていない
ことが問題として主張されてきた 。上述の問題点を踏まえて、2002 年倒産法の大改正が行
われ、ロシアの 2002 年倒産法が制定された。2002 年倒産法は、新しい制度種として、監視
手続及び財政健全化手続を導入し、倒産手続における債務者の権利の保護の度を高めた。
また、倒産手続における検察官の手続開始申立権限が限定し、国家利益のある倒産事件に
限り、その権限を行使できるようにした。倒産手続実施に関する検察官の監督権限も廃止
された。倒産手続全体に関しては、債権者集会及び債権者委員会の招集手続、管財人の権
上述の第 28 条の他に、倒産法第６章は、債務者、債務者法人の所有者、債権者その他の手続参加者の
違法な行為を規定していたが、当該規定は債務者の行為に関して何も定めておらず、法人の役員等の責任
を定めるものであった。
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限及びその選任手続等が詳しく定められ、倒産手続参加者の権利がより強く保護されるよ
うになった。1998 年倒産法と 2002 年倒産法は、否認権に関してほぼ同様の規定を設けてい
た。2002 年倒産法の異なる点は、1998 年倒産法が定めていた社員の脱退に伴う持分払行為
を倒産手続開始前の行為とその開始後の行為に分類し、それぞれの行為の異なる否認効果
を定めた。詐害行為否認の要件や偏頗行為否認の要件に関する規定が同様であるため、本
研究で 1998 年倒産法と 2002 年倒産法の定める否認制度をあわせて検討することにした。
2002 年倒産法は、1992 年倒産法と異なり、債務者の法律行為の否認を定めた。否認対象
行為も詐害行為や持分払戻行為まで広げられ、より多くの法律行為の否認が可能となった。
また、否認権行使の効果として、倒産財団への一方的な返還を廃止し、債務者及びその相
手方の相互原状回復を定めた。ただし、否認制度がよく機能しておらず、各否認類型に関
する問題が残っていた。それは、以下で取り上げる問題である。
1) 詐害行為の否認に関する問題－まず、詐害行為の相手方に関する問題であるが、倒
産法は相手方の範囲を利害関係人に限定していた。したがって、利害関係人以外の
者を相手に行われた法律行為の否認が不可能であった。相手方の範囲が利害関係人
に限定されていたため、否認の主観的要件も規定されていなかった。相手方が利害
関係人であるため、債務者の害意や経済状態について知っていたことを推定して、
法律行為が否認されてきたが、相手方に善意であったことを証明する機会が与えら
れなかった。また、否認対象行為の時期が定められていなかったため、倒産手続開
始前の全ての法律行為の否認が可能であった。否認の客観的要件として、当該法律
行為の結果、債権者に損害が生じたまたは生じる可能性があることが規定されてい
たが、「損害」という基準が明確化されたおらず、実務での詐害行為の否認はほと
んど行われなかった。また、裁判所は、多くの場合、所有権の自由を定める民法典
第 209 条や契約の自由を定める民法典第 424 条に基づいて、財産の廉価売却等の詐
害行為の否認を否定してきた。
2) 偏頗行為の否認に関する問題－偏頗行為は、詐害行為の否認と比べて、より詳しく
規定されていたが、主観的要件を定めていなかった。偏頗行為の否認を定める 2002
年倒産法第 103 条第 3 項によると、倒産手続開始後またはその前の 6 ヶ月間以内に
行われた偏頗行為が対象となる。倒産手続開始前の期間が短いため、主観的要件は
要らないという見解もあったが、倒産実務では、債務者の経済状況について知らな
かったことを理由に、偏頗行為の否認を棄却する裁判例があった。学者の中でも、
善意の相手方の権利を保護するために、民法の規定の類推適用可能性を主張した学
者がいた。ただし、最高仲裁裁判所は、その総会決議をもって、相手方が債務者の
倒産について知らなかったことを理由に、法律行為が有効にならないと示した。
3) 否認権行使の効果に関する問題－2002 年倒産法は、倒産財団への一方的な返還を
廃止し、債務者及びその相手方の相互原状回復を定めたが、実質的に結果は変わら
なかった。つまり、否認事件が倒産手続外で審理され、法律行為が否認された場合、
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相手方が反対給付を倒産法が定める債権弁済順位にしたがって請求できた。多くの
場合、財団不足のため、反対給付の返還を受けられない結果であったが、相手方の
反対給付で利得した倒産財団をもって、順以外で弁済される債権や前順位の債権が
弁済されていた。
上述の諸問題を踏まえて、2009 年改正倒産法は、法律行為の否認制度を抜本的に改正し
た。2002 年倒産法に、法律行為の否認を規制する新しい第 3 章の 1 が導入され、否認事件
が倒産手続内において審理されることになった。また、2009 年改正倒産法は、詐害行為、
偏頗行為それぞれを詳しく規定し、否認権行使の特別効果も定めている。以下では、各否
認類型の改正点や問題点について紹介する。
1) 詐害行為の否認－法律は、詐害行為がなされた時期を 2 つに分け、それぞれに対し
て異なる否認要件を定めている。①の類型は倒産手続開始前の１年以内に行われた
非等価的反対給付を伴う法律行為の否認であり、主観的要件が定められていない。
当該法律行為が倒産手続開始に近い時期になされたことを理由に、主観的要件が規
定されていないと思われるが、相手方の権利の保護について考えられていない。②
の類型は、債権者を害する詐害行為の否認であり、法律行為が倒産手続開始前の 3
年以内に、債権者を害する目的で行われ、その法律行為の結果、債権者が害され、
当該害意について相手方が悪意であった場合に、当該法律行為が否認される。
2) 偏頗行為の否認－①倒産手続開始前の 1 ヶ月以内に行われた偏頗行為が客観的要件
のみで否認されることに対し、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内に行われた偏頗行為を
否認するためには、客観的要件とともに、相手方の悪意等の主観的要件をも証明す
べきである。
3) 否認権行使の効果に関する問題－2009 年改正倒産法は、否認権行使の特別効果を定
めているが、2002 年倒産法の下での問題が解決されていない。つまり、主観的要件
が定められていない詐害行為及び偏頗行為の否認の場合、相手方が反対給付を債権
弁済順位の第 3 位で弁済を受けるとし、主観的要件がある否認の場合には、全債権
者の債権が弁済された後に、反対給付の弁済を受けるとしている。悪意の相手方に
制裁として、その反対給付の返還を遅らせている。しかし、これは公平に反するも
のであるため、相手方がその反対給付を事由に返還できる仕組みを定める必要があ
る。
否認権行使の手続的な問題として、否認権行使の方法が限られていることや他の倒産手
続における否認権を適用できないことが挙げられるが、否認権を効率よく行使できるため
には、上述の問題を総合的に解決すべきと考えられる。以上、ロシアの倒産法制度におけ
る否認制度の現在までの発展経緯と現状について検討してきた。以下では、日本の破産法
における否認制度を紹介し、ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度の定める否認
制度の比較・ウズベキスタン倒産法制度への示唆を検討する。
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4．日本の倒産法制度の概要と否認権の行使
4.1．日本の倒産法制度の概要
日本の倒産法制度は、再建型倒産手続と清算型倒産手続に分かれており、法人及び個人
を対象としている。清算型倒産手続には破産手続（破産法）と特別清算手続（商法）があ
り、再建型手続には会社更生手続（会社更生法）と民事再生手続（民事再生法）がある。
各倒産手続は、別々の法律に定められている。手続を申し立てる段階においては、いずれ
の手続を選択するかを決める必要があり、それは申立人である債権者又は債務者に委ねら
れている。手続の開始後に相互に移行することは裁判所の決定により可能であるが、重要
なことは、手続の申立人が当初の選択を誤らないように判断することであり、それには、
法律専門家の関与が要求されることが多い。再建型倒産手続においては、大企業は会社更
生手続又は民事再生手続を利用し、中小企業は民事再生手続を利用する。会社更生手続に
おいては、常に管財人が選任され、その管財人が経営及び更生計画立案をするが、民事再
生手続においては、債務者が経営を担当しながら自主再建を図ることになり、管財人が選
任されることは極めて少ない。
日本の倒産法制度は、ウズベキスタンの倒産法制度のように再建型倒産手続と清算型倒
産手続が 1 つの法律により定められている制度ではない273。制度自体は、再建型倒産手続（民
事再生法及び会社更生法）と清算型倒産手続（破産法及び特別清算法）からなっている。
倒産手続を実施する管財人について説明する際、各手続における管財人を別々に説明しな
ければならない。管財人の選任及び報酬の決定に関し、各倒産手続が同様もしくは類似の
規定を設けているため、以下では、破産法における管財人（破産管財人）を中心に考察し、
その他の倒産手続の類似点についても説明していく。
4.1.1．再建型倒産手続
1）特定調停

特定調停手続は、ウズベキスタン倒産法制度における裁判外再生支援手続に該当する手
続であり、1999 年に定められた｢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｣
に基づく手続である。当該手続は、支払不能に陥るおそれがある債務者の経済的再生に資
するために、債務の調整を促進することを目的としている274。
特定調停の内容は、債務者及び複数の債権者間で、全員の合意により債務を平等に集団
的に解決することである。関係者全員の合意を要件としているが、裁判所が調停の代わり

273
274

これに対し、ウズベキスタン倒産法は、一つの法律で構成されている。
｢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 12 月 17 日制定）第 1 条。
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に決定をすることも可能である。当該事件は倒産事件ではなく、民事調停事件として扱わ
れるが、倒産処理手続の中の再建型手続の一種として位置づけられることがある275。
2）民事再生手続

民事再生手続は276、管財人が任命されずに、債務者自身が経営権を維持したまま再建の可
否や方法などを債権者の自主的判断に任せる再建型手続であり、中小企業と個人を対象と
する。ウズベキスタン倒産法の裁判上再生支援手続に該当する。申立権は、債務者と債権
者にあり、事件の大部分は債務者の申立てによる。裁判所は、債務者の行為を監督するた
めに監督委員を選任する（民事再生法第 54 条）。民事再生実務においては、弁護士が監督
委員に選任される場合がほとんどである。監督委員の報酬のため、予納金を納付する必要
がある。
手続開始原因は、破産手続開始原因となる事実の生ずるおそれがあるとき、または、債
務者が事業の継続に著しく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
いときである。和議法は、破産手続開始原因と同様の開始原因を定めていたが、申し立て
るとき、財産状況が悪化しすぎている場合が多かった。そこで、民事再生法は、開始原因
を緩和し、再生が可能な状態のうちに、手続開始の申立てと決定がしやすくなるようにし
た277。
手続の主な流れとしては、申立てが受理されると、弁済禁止仮処分（民事再生法第 85 条）
が開始され、監督委員（法人も監督委員に選任され得る、民事再生法第 54 条第 3 項）が選
任される。手続の開始後、債権の調査が実施され、債務者による財産評定が行われる。そ
の後、債権者集会が招集され、当該集会において監督委員の意見書に基づき、再生計画の
認可（債権者集会の決議又は書面投票の形態で）が決定される（民事再生法第 172 条第 3
項）
。承認された再生計画の履行は監督委員により 3 年間監督され（民事再生法第 186 条）、
その履行の結果により手続が終結する。計画が履行されない場合は、債権者による強制執
行が可能となり、また、計画が取り消された場合は、裁判所の決定により、破産手続が開
始される。
民事再生手続が開始されると、債務者に対する債権者の個別的な強制執行が禁止され（民
事再生法第 27 条）
、その結果として債務の弁済も禁止される。民事再生手続は、DIP 型再建
手続であるから、債務者の有する管理処分権は変化しない。債券の届出、調査及び確定の
手続は、債務者を中心に行われる。

275

遠藤賢治「ウズベキスタン倒産法と日本の倒産法制の比較―再建型を中心に―」2 頁。ウズベキスタン
倒産法注釈書作成プロジェクトの実施にあたり作成された資料である。
276 民事再生手続は、民事再生法に従い実施される。1999 年 12 月 22 日制定。
277 山本和彦ほか『倒産法概説〔第 2 版〕
』
（弘文堂、2010 年）408 頁。
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債務者の経営権の維持に問題がある場合、裁判所の管理命令によりその経営権が奪われ
得ることにより（民事再生法第 64 条）、その申立ての濫用を防止でき、再生計画の承認後
の監督委員の監督継続が可能であることから、履行の確保が保障される。
3）会社更生手続

会社更生は、窮地にあるが再建の見込みのある株式会社のみを適用対象とし、更生計画
により債権者、株主など利害関係人の利害を調整して債務者の事業の維持更生を図ること
を目的とする管理型の再建型倒産手続である278。ウズベキスタン倒産法の外部管財手続に該
当する。必ず第三者である管財人が選任される（会社更生法第 67 条）
。
手続開始原因は、再生手続と同様であり、破産原因事実が生ずるおそれがること、また
は弁済期にある債務を弁済すれば事業の継続に著しい支障を来すおそれがあることである
279

。申立人は、資本の 10 分の 1 以上の債権を有する債権者及び議決権の 10 分の 1 以上を有

する株主である（会社更生法第 17 条）。手続申立予納金が高額であるが、再建の見込みが
ないことが明らかな場合以外は、手続が開始される。その後、債務者の経営、財産の管理
処分の権限が更生管財人に移譲し、その更生管財人により更生計画が作成される（会社更
生法第 184 条）
。関係人集会・書面投票による更生計画の議決は、債権者の種類によって可
決の要件が異なる（会社更生法第 191 条）。更生計画にて更生債権の権利内容が変更可能で
あり、担保権者の権利実行が禁止されるために再建が容易になるわけである。更生計画に
よる会社分割（第 182 条）
、合併（第 180 条及び第 181 条）
、株式交換などが認められ（第
182 条）
、事業組織の再編（第 179 条）や 100％減資、スポンサーへの増資が実施される。
外部の第三者が経営者となり、手続が透明になること、営業の譲渡が裁判所の許可によ
り可能となり、また更生計画により事業の再編ができるため再建が容易になることが評価
されている。民事再生手続と異なる点は、裁判所の手続に活発に参加することである。
4.1.2．清算型倒産手続
1）破産手続

破産手続は、清算型倒産処理手続の原則的な形態であり、債務者の財産を処分すること
により金銭化し、その金銭を債権者に配当する手続である。ウズベキスタン倒産法の清算
手続に該当する。裁判所は破産手続を実施する破産管財人を選任する。破産管財人の主な
権限は、従来の契約関係の整理、破産債権の調査・確定、財団債権の弁済、否認権の行使、
財産の換価、配当免責に関する意見陳述などである。

278
279

会社更生法第 1 条。2002 年 12 月 13 日制定。
山本和彦『倒産処理法入門〔第 2 版補訂版〕
』
（有斐閣、2006 年）188 頁。
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破産手続の開始原因は、個人破産者の場合には「支払不能」である（破産法第 15 条）
。法
人については支払不能に加えて、債務超過も要件とされている（破産法第 16 条）。裁判所
が、破産手続の開始原因となる事実があると認めたとき、破産手続の開始の決定をする。
支払不能とは、債務者が一般に金銭債務の支払ができない客観的状態をいうのであって、
人の弁済力は、財産信用及び労務の三者から成立するものと解される280。ここで言われてい
る「一般的」とは、ある一部の債権を弁済することができないことではなく、全債権者の
債権を全体的に弁済することができない状態を示す。「継続的」というのは、債務者が確実
に支払不能状態にあることを示し、それが一時的な状態であれば認められない。つまり、
債務者に、一回支払不能状態が生じても、一時的なものであれば、支払不能とは認められ
ない281。
図表 3

健全な経済状態

健全な経済状況から倒産状況までの流れ

支払不能

支払停止、形式的倒

倒産手続の開始

産

破産手続が開始されると、破産者の財産管理処分権が制限され又は奪われるが、破産手続
開始前の段階であれば、未だ財産の管理処分権が奪われていない状態である。破産手続開
始後は、破産者の財産管理処分権は管財人に移転し、破産者による破産財団或いは債権者
を害することはあまり考えられないが、経済状態が悪化し、破産手続開始の要件が発生し
た場合、財産を安価で売却したり、担保権を設定したり、一定の債権者に譲渡したり、他
人名義にしたりすることが多い。これを是正するために、破産法が、破産者のした行為の
否認制度を定めている。
4.2．否認制度の概要
4.2.1．否認権の法的性質

東京高裁昭和 33 年 7 月 5 日決定。津田憲司編集『倒産判例百選〔第４版〕
』
（精文堂印刷株式会社、2006
年）10 頁。
281 伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）35 頁。
280
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否認権とは、破産手続開始前になされた債務者の行為、またはこれと同視される第三者の
行為の効力を覆滅させる形成権であり、破産財団帰属財産について管理処分権を有する破
産管財人が当該権利を行使する282。
否認権の法的性質については、①請求権説、②形成権説及び③責任説などがある。まず、
①については、否認の要件が満たされていれば、破産手続が開始されてから当然に発生し、
破産管財人の特別な意思表示がなくても否認の効果が生じると解する。②の形成権説によ
ると、破産者と受益者の間の一定の行為を否認する旨の破産管財人の意思表示があって初
めて、否認の効果が発生する実体法上の形成権であると説く。③の責任説は、否認権の行
使によって、取得した財産に対して加えられるべき執行を受忍する義務を、相手方に課す
にとどまるとしている。最近の学説では、形成権説が有力になっているため、以下では、
形成権説の詳細について検討する。
形成権説も、更に物件的形成権説と債権的形成権説に分かれている。この区別は、否認
権の行使の効果によるものである283。前者によると、否認権の行使によって、相手方が取得
した財産が当然に破産財団に復帰し、後者は、相手方が財産の返還義務を負うに過ぎない
とし、否認の効果を債権的であると解している。ただ、否認の効果については、破産法第
167 条第 1 項は「否認権の行使は、破産財団を現状に復帰させる」と言及しているため、こ
の場合、物件説が妥当であると思われる284。
更に、否認権の物件的効果が誰に対して発生するのかによって、相対的物件説と絶対的
物件説に分かれている。相対的物件説は、物件的効果が相手方に対してのみ、また破産手
続との関係においてのみ生ずるとするのに対し、絶対的物件説は、当該効果が第三者に対
しても発生するとする。しかし、転得者等の第三者に対する否認が別に定められているこ
とや否認は破産手続との関係においてのみその効力を有することからすれば、相対的物件
説が妥当であると考えられる。
4.2.2．否認権と詐害行為取消権の違い
否認権及び民法の定める詐害行為取消権は、いすれもローマ法のパウルスの訴権（Actio
Pauliana）に由来すものであり、両者とも、債務者の責任財産の回復ないし保全を目的と
する点で、共通性を有する。しかし、両者の間には、その内容上、次の違いがある285。
1) 否認権の対象となる行為は、詐害行為と偏頗行為の 2 種類であるが、詐害行為取消
権の場合には、その名の通り、詐害行為のみが対象となっている286。
中島弘雅『体型倒産法 I〔破産・特別清算〕
』
（中央経済社、2007 年）325 頁。
小林秀之『破産法〔第 3 版〕』
（弘文堂、2005 年）108－109 頁。
284 中島弘雅『体系倒産法 I〔破産・特別清算〕
』
（中央経済社、2007 年）362 頁。
285 同上・326 頁。
286 最近の学説・判例では、破産者の詐害意思が認められれば、弁財行為等の偏頗行為も詐害行為取消権の
対象となりうると解されている。裁判昭和 33・9・26 民集 12 券 1 第 3 号 3022 頁、内田貴『民法 III〔第
3 版〕
』
（東京大学出版会、2006 年）312 頁。
282
283
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2) 詐害行為取消権の場合には、債務者の詐害意思という主観的要件が必要であるが、
否認権の場合には、支払停止または破産手続開始申立後の詐害行為の否認（破産法
第 160 条第 1 項第 2 号）
、無法行為の否認（同条第 3 項）及び偏頗行為の否認（同法
第 162 条）の主観的な要件として、債務者の詐害意思は不要とされている。
3) 詐害行為取消権は、個々の債権者によって行使されるものであるが、否認権は、破
産手続において、破産管財人によって行使されるのである。
4) 詐害行為取消権の場合には、取消の範囲は取消債権者の債権額に制限されると解さ
れているが、否認権の場合には、そのような制限がないため、否認の範囲が否認対
象行為の目的物全部に及ぶと解されている。
5) 詐害行為取消権の場合には、登記がなされないが、否認対象目的物については、登
記がなされる。
その意味で、否認権は、総債権者に公平かつ最大限の満足を与えるという破産手続の目的
を達成するために設けられた特別な権利であり、詐害行為取消権は、別個・独立の権利で
あるということができる287。
否認制度は、破産法（第 160 条以下）と共に、民事再生法（第 127 条以下）、会社更生法
（第 86 条以下）においても設けられている。民事再生手続及び会社更生手続は、債権型倒
産手続であるため、各手続の目的や目標に起因する特殊性がある288。かかる違いがあるもの
の、各手続における否認の実体法的要件や効果が共通しているので、以下では、破産手続
における否認制度を中心に説明する289。
4.2.3．改正破産法による主要な改正点
旧破産法も、債務者の行為の否認を規定していた。当該規定は、否認の対象行為を時期
的に区分しており、支払停止前の行為とその後の行為の否認を定めていた。つまり、旧破
産法第 72 条第 1 項は、支払停止前の行為の否認（故意否認）を、同条第 2 項は、支払停止
後の行為の否認（危機否認）を定めていた。時期的区分により、否認の対象行為がある程
度整理されたが、その行為の中に詐害行為及び偏頗行為が混雑していたこともあり、両行
為の射程距離の理解が容易ではなかった290。すなわち、旧破産法の下における判例・通説は、
偏頗行為についても故意否認を認める一方で、詐害行為も危機否認の対象に含まれると解
していた。たとえば、破産者の資力不足が債権者から認識できるような時期（実質的危機
時期）になってから、特定債権者に対して本旨弁済が行われた場合についても、故意否認

伊藤眞『破産法〔第 4 版補訂版〕
』
（有斐閣、2006 年）370－371 頁。
例えば、会社更生手続において、担保権者も手続的拘束に服するということから、更生担保権者となる
債権者に対する弁済等も、否認の対象になりうる。
289 山本和彦ほか『倒産法概説〔第２版〕
』
（弘文堂、2010 年）268 頁。
290 安木健ほか『一問一答破産放題改正の実務〔新版〕
』
（経済法令研究会、2005 年）389 頁。
287
288
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（旧破産法第 72 条第 1 項）の対象となる291と解されており、第三者に対する財産の廉価売
却のような詐害行為も、それが危機時期に入ってからなされたのであれば、危機否認（旧
破産法第 72 条第 2 項－第 4 項）の対象となる292と解されいた。それで、危機否認の時期的
制限が厳格である293ために、故意否認に過度な負担がかかっていた294。そのような問題を解
決するため、改正破産法は、否認の対象行為を、行為の種類ごとに区分し、各行為ごとに
客観的及び主観的要件を設けることにした。
改正破産法の主な改正点は、以下のとおりである。
1) 否認の対象行為の区別基準が、時期的区分から行為の属性による区分に変更した
こと。現行破産法は、詐害行為・偏頗行為二分論を基本として、否認類型を規定
した。具体的には、破産法第 160 条第 1 項では、詐害行為の否認の要件を定め、
その対象から担保供与行為・債務消滅行為を除外し、それらの行為を、偏頗行為
の否認の要件を定めた第 162 条の対象としている。又、詐害行為と偏頗行為両方
の性質を持つ詐害的債務消滅行為（対価的均等を欠く代物弁財）については、第
160 条第 2 項の対象とした。
2) 詐害行為否認の特則として、「相当な対価を得てした財産の処分行為の否認」を
設けたこと。その行為の相手方が内部者である場合には、証明責任が内部者に転
換する旨をも規定した。
3) 偏頗行為については、危機時期の基準時が、支払停止から支払不能に変更したこ
と。この場合、支払不能後に行われた、債務者の義務に属する債務の弁済行為が
偏頗行為否認の対象となるが、非義務的な債務の弁済行為で、支払不能前の 30
日以内に行なわれたものも、偏頗行為の対象となると規定された。
4) 内部者が受益者である場合における証明責任の転換については、その内部者の範
囲が拡張されたこと。
5) 否認権行使期間の基準時が、｢破産宣告の日｣から「破産手続開始申立の日」に変
更され、又、旧破産法が定めていた抹消期間が除斥期間に改められた。
6) 否認権行使の効果として、破産管財人に差額賠償請求権を認めたこと。
7) 否認権行使のため、保全処分を新設したこと。
8) 否認権の行使方法に、訴えまたは抗弁による行使に加え、否認の請求による方法
を追加したこと。

裁判昭和 42・5・2 民集 21 券第 4 号 859 頁、裁判昭和 47・12・19 民集 26 券 10 号 1937 頁。
伊藤眞『破産法〔全訂第 3 版補訂版〕
』
（有斐閣、2001 年）351 頁。
293 旧破産法第 84 条は、支払停止から破産宣告まで 1 年以上経っている場合には、支払停止と破産宣告と
の間の因果関係が希薄になるので、取引の安全をはかり、支払停止を知っていたことに基づく否認を制限
していた。斎藤秀夫『注解破産法』
（青林書院新社、1983 年）414 頁。
294 旧破産法下では、支払停止・破産手続申立後の行為であっても、破産宣告の 1 年以上前になされたもの
であれば、危機否認の対象とせず、故意否認の対象とする必要があると解かれていた。294 伊藤眞『破産法
〔全訂第 3 版補訂版〕
』
（有斐閣、2001 年）343 頁。
291
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9) 登記官の職権もしくは裁判書記官の嘱託による否認登記及び対象登記の抹消登
記手続を認めたこと。
日本の破産法においては、否認の対象行為を規律する要件として以下のものが定められて
いる。
1) 行為の性質（行為の結果）
（1） 詐害行為否認 （第 160 条、第 161 条）
（2） 偏頗行為否認（第 162 条）
2) 行為に対する破産者及び受益者の主観
（1） 破産者の悪意（第 160 条第１項、第 161 条第１項）
（2） 受益者の善意（第 160 条第１項及び第 2 項、第 161 条第１項、第 162 条
第１項）
3) 行為の時期
（1） 行為の時期を問わない否認（第 160 条第１項、第 161 条第１項）
（2） 危機時期に入ってからの行為の否認（第 160 条第１項第 2 号、同条第 2
項、同条第 3 項、第 162 条第１項）
以下で、日本の破産法が定める詐害行為及び偏頗行為の否認の要件を、否認対象行為の性
質、行為に対する破産者及び相手方の主観並びに行為の時期の順に分析して行く。
4.3．否認権行使の要件
4.3.1．否認権行使の一般的要件
破産法は、詐害行為の否認と偏頗行為の否認については、破産者の行為の性質、時期、
内容等の客観的要件や主観的要件等を定めている。しかし、学説では、上述の個々の要件
とは別に、全ての否認類型に共通する一般的な要件もあると解されてきた。それは、①行
為の有害性、②行為の相当性と③破産者の行為の要否である。以下では、各一般的な要件
について、順番で検討する。

1）行為の有害性

否認制度は、破産債権者に公平かつ最大限の満足を与えるという目的を実現する手段で
ある以上、その否認の対象行為は、破産債権者の権利を侵害するものでなければならない。
つまり、ある行為を否認するためには、当該行為の破産債権者に対する有害性が必要であ
る。行為の有害性の具体的な例として、債務者の財産の廉価売却などが挙げられるが、そ
れとは別に、価値の低い財産の高価購入や、高利の借入れの場合において、その実際の価
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値を上回る部分について、有害性が認めらる295。旧破産法の下の解釈論として、行為の有害
性が一般的要件として主張されたのは、外観からすれば有害性を持たない行為（適正価格
による財産の売却や本誌弁済など）について、有害性を肯定するための枠組みとして、あ
るいは、詐害性の要素を持つ行為（担保目的物による代物弁済等）について、有害性を否
定するための枠組みとして利用されたいた296。例えば、破産手続開始前に、破産者が担保目
的物を持って、被担保債権を弁済したとしても、当該被担保債権の弁済期が到来し、また
被担保債権額と担保目的物の価格の均等が取れている場合には、故意否認（旧破産法第 72
条第 1 項）の対象とならないと解されていた。現行破産法は、否認の対象行為の類型とし
て詐害行為と偏頗行為を定めているため、各行為に関する有害性も別々である。つまり、
詐害行為の有害性は、当該行為の結果、責任財産が絶対的に減少されることにあり、偏頗
行為の有害性は、当該行為によって総債権者間の平等が害されることにある。
現行破産法は、適正価格による財産の売却（第 161 条）対価的均等を欠く代物弁済（第
160 条第 2 項）等について、否認要件を明確にしており、有害性が問題になる場面が少なく
なったことは確かであるが、担保権の消滅制度の導入によって、破産管財人による担保目
的物の任意売却や売却代金の一部が破産財団への組入れが認められたことからすれば、相
当額の担保目的物による代物弁済についても、有害性が問題になる可能性がないわけでは
ない297。
有害性を欠く行為は、詐害行為否認の対象にも、偏頗行為の対象にもならない。立証に
関しては、詐害行為の否認の場合、当該行為の有害性を破産管財人が立証すべきであり、
代物弁済等の偏頗行為の場合には、受益者が有害性の欠缺を立証すべきである。

2）行為の相当性（不当性）

否認の対象行為自体が破産債権者にとって、有害なものであっても、社会的利益等を考
えたときに、その利益の保護の重要性が破産債権者の利益保護の重要性を上回る場合があ
る。例えば、ある地域での生命や健康の維持を目的とする事業の継続等を考えたときに、
破産債権者の利益よりも、当該地域での生命や健康の維持が重要である。そのような場合
には、破産者の行為が破産債権者の利益を侵害していても、当該破産債権者の利益が不当
に侵害されていないと判断され、否認の成立可能性が否定される。言い換えれば、行為の
有害性が、倒産法制度の目的である債権者の満足を目指し、受益者の利益を犠牲にしなが
ら破産債権者の利益保護を充実させる手段であることに対し、行為の相当性が、債権者の
利益よりも重要な社会的利益等を重視し、破産債権者の利益を犠牲にしながら受益者の利
益の保護をはかる為の手段である。
295
296
297

竹下守夫編集代表『大コンメンタール破産法』
（青林書院、2007 年）625 頁。
伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1012 頁。
伊藤眞『破産法〔第 4 版補訂版〕
』
（有斐閣、2006 年）374 頁。
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具体的な例として、生活費や事業の運転資金の捻出のための財産の売却や担保の設定な
どが挙げられる298。また、事業資金は、病院等の公益性の高い事業を維持するための資金、
例えば、労働者の賃金支払なための資金等が考えられる。しかし、判例も、担保の供与な
どについては、相当性の欠缺を理由として否認を否定することに消極的であり、被担保債
権額と担保目的物の価格の均等がなく、有害性が認められる場合には、「特別な事情がない
限り」否認を肯定している299。

4.3.1.3．破産者の行為の要否

詐害行為の否認を定める第 160 条も、偏頗行為の否認を定める第 162 条も、否認の対象
行為を「破産者がした行為」としているが、その行為の主体が破産者に限定されるのかに
ついては、見解が対立している。相殺や代物弁済に関する予約完結権の行使の場合には、
債権者の行為があるのみであり、破産者の行為が見られない。また、破産者に代わって第
三者が債権者に弁済を行ったときにも、破産者の行為がない。結局、債権者や第三者が行
った行為の結果、総債権者の利益が侵害されることになり、行為の有害性が認められるの
であれば、そのような行為を否認できるか否かが問題になる。すなわち、否認の対象行為
を「破産者がした行為」としている現行破産法の規定を、債権者や第三者が行った行為に
も適用できるのかの問題になる。
旧破産法の下では、否認対象行為の主体については、次の考え方について議論されてき
た。
1) 否認の行使が、破産者の行為がある場合に限定されるとする説
2) 破産者の行為の有無を問わないとする説
3) 故意否認の場合に破産者の行為を必要とし、危機否認の場合に不要とする折衷説。
現行法の制定時には、上述の不要説の採用が考えられたが、債務者以外の第三者の行為は
様々であり、否認の対象となりうる行為となりえない行為の区別が困難であるとの理由か
ら、結局、従来のように解釈に委ねられることとなった。
現行破産法第 160 条第 1 項第 1 号、同法第 161 条第 1 項第 2 号等、対象行為を否認する
ために、破産者の詐害意思が必要とされる場合には、その詐害意思を確認する事実として、
破産者の行為が必要になる300。破産者の詐害意思が不要とされる第 160 条第 1 項第 2 号や偏

裁判昭和 42・11・9 民集 21 券 9 号 2323 頁（債権者取消権）
、裁判昭和 43・2・2 民集 22 券 2 号 85
頁（債権者取消権）
。
299 伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1015 頁。
300 この場合、破産者の行為としてみなされるのは、破産者が直接行った行為、破産者の加功行為またはこ
れと同視される第三者の行為である。破産者の行為と同視される第三者の行為として、例えば、形式的に
第三者の行為であっても、破産者の依頼に基づいて、破産者の計算によって行なわれた代位弁済行為で、
実質的に破産者の行為とみなされる行為が挙げられる。そのような代位弁済は、破産者が行った代物弁済
と同視されるものとして否認の対象となる。大阪地判昭 52・9・21 判時 878－88。
298
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頗行為の否認の場合には、第三者の行為であっても、その行為の効果において破産者の行
為と同視されるものであれば、否認を認めても良いと解されている。原則として、破産者
の行為を対象としながら、債務消滅の観点から見たときに、第三者の行為が破産者の行為
と同視される場合には、否認を認めるという考え方もある301。
4.3.2．否認権行使の特別要件

1）詐害行為の否認

詐害行為の否認に関する規定は、旧破産法の定める規定とほとんど変わっておらず、改
正破産法第 160 条は、債務者の詐害行為の否認を定めている。同条第 1 項は、「担保の供与
及び債務の消滅に関する行為を除く」と言及し、偏頗行為に対し、当該条文が適用されな
いことを示している。同条が定める否認の対象行為を区分するのであれば、同条第 1 項は、
破産者が破産債権者を害することを知ってした行為及び支払停止または破産手続開始申立
があった後（以下では、支払停止等という）の詐害行為（危機時期後の詐害行為）、第 2 項
は、詐害的債務消滅行為、第 3 項は、無償行為の否認を定めている。以下の表は、第 160
条の定める否認の要件を表したものである。
表9

破産法第 160 条の定める詐害行為の否認の要件

破産者が破
産債権者を
否認の対象
行為

害すること
を知ってし
た行為（第
160 条第 1 項
第 1 号）

行為の時期

受益者の範

破産者が支

債務者が相

払停止等が

無償行為及

あった後に

びそれと同

滅行為（第

視しうる有

160 条第 2 項）

償行為（第

した破産債
権者を害す
る行為（第

160 条第 3 項）

160 条第 1 項

得てした財
産の処分行
為（第 161
条）

第 2 号）

破産手続開始

支払停止又は

前の全ての時
期
限定なし

詐害債務消

当の対価を

支払停止・破

破産手続開

破産手続開始

産手続開始後

始前の全て

申立後（危機

又はその前の

の時期

時期後）

6 ヶ月以内

限定なし

第 1 項に同じ

債権者

限定なし

限定なし

囲
加藤哲夫『破産法〔第 5 版〕』
（弘文堂、2009 年）293 頁、中島弘雅『体型倒産法 I〔破産・特別清算〕
』
（中央経済社、2007 年）335 頁。
301
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破産債権者を

不要

第 1 項に同じ

不要

対価として

害することに

得た金銭そ

ついて悪意

の他の財産
については、
破産債権者

破産者の主

を害する処

観的要件

分をする意
思を有した
こと
証明責任：管

証明責任：破

財人

産管財人

破産債権者を

破産手続開始

害する事実に

申立・支払停

記詐害の意

ついて悪意

止及び破産債

思を有した

権者を害する

ことについ

事実について

て悪意

不要

破産者が上

悪意

受益者の主
観的要件

第 1 項に同じ

証明責任：受

証明責任：受

証明責任：管

益者

益者

財人
相手が内部
者の場合の
証明責任：内
部者

a) 詐害行為
第 160 条第 1 項は、否認の対象行為を、時期的に 2 つに分けている。同条第 1 項第 1 号
は、破産者が破産債権者を害することを知ってした詐害行為の否認を定めており、時期に
よる制限を設けていない。かかる詐害行為の否認は、旧破産法の｢故意否認｣に相当するも
のである。第 2 号は、破産者が支払停止または破産手続開始申立があった後にした詐害行
為の否認を定めており、旧破産法の「危機否認」に相当するものである。第 160 条第 1 項
の定める「詐害行為」とは、破産者の固定資産、流動資産、あるいは現金資産を減少させ
る行為である302。
同条第 1 項第 1 号は、詐害行為がなされた時期を規定していないが、それは倒産手続開
始前の破産者の全ての法律行為が詐害行為否認の対象となるわけではない。経済主体は、
営利活動を行い、その自らの財産を自由に管理・処分することができる。これは、ウズベ
302

伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1018 頁。
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キスタン民法典第 164 条が定める所有権の自由と第 354 条が定める契約の自由303（ロシア民
法典第 209 条及び第 421 条304）に相当する原則である。破産者がなした法律行為の詐害性が
認められるのは、破産者が全財産を債権者の債権の弁済のために保管しなければならない
時期に入ってからなされたことである。つまり、支払停止が発生し、または確実に発生す
ることが予測される時期（実質的危機時期）に入ってからなされた破産者の法律行為が詐
害行為とみなされる。上述のことから、詐害行為の要件は、法律行為が①破産者の財産を
絶対的に減少させることと②実質的危機時期に入ってからなされたことであることが分か
る。ウズベキスタン倒産法第 103 条第 2 項（2002 年ロシアの倒産法第 103 条第 2 項）は、
詐害行為の否認を定めており、その詐害行為のなされた時期を限定していないため、倒産
手続開始前の全ての行為が否認されると解されていた。ただし、上述にのように、倒産手
続開始前の債務者の全ての法律行為ではなく、実質的危機時期に入ってから行われた法律
行為に限定する必要があると思われる。そうすることによって、民事取引の安全も維持さ
れ、法律行為の相手方である第三者の権利も保護される。
次は、破産債権者についてであるが、破産債権者は、当該詐害行為の行われた当時の債
権者ではなく、当該詐害行為が行われなかったとすれば、破産手続が開始されてから、詐
害行為の不行使によって保管された財産から配当を受ける債権者である。つまり、詐害行
為当時の債権者の債権が消滅していても、また、総債権者の詐害行為取消権の時効が完成
していても、当該詐害行為が否認の対象となる305。
第 160 条第 1 項第 1 号の定める否認の主観的要件は、破産者の詐害意思とそれに関する
相手方の悪意である。従来から、破産者の詐害意思に関して、認識説と意思説が対立して
きた。認識説は、破産者は自らの行為が破産債権者の債権の元となる責任財産を減少させ、
破産債権者の満足を低下させることを認識していれば、その破産者の詐害意思が確定され
るとする。詐害意思の認識説が従来からの通説である。詐害意思の意思説は、破産債権者
への加害を認識するよりも積極的な加害の意思を要件としていた。意思説は、従来の判例
が採用したものであり、偏頗行為に関する故意否認の可能性を可能とするために、破産者
の積極的な加害意思を採用していた306。現行破産法は、詐害行為と偏頗行為を明確に区別し、
支払い等前の偏頗行為の否認をも規定しているため、詐害意思に意思説を採用する必要性
は完全になくなった。現在、学説も判例も詐害意思の根拠として、認識説を認めている。
次は、破産者の行為の詐害性に関する相手方の悪意である。つまり、行為の相手方は、破
産者の行為が責任財産を減少させる行為であり、実質的危機時期においてなされたことに
ついて悪意である場合に、詐害行為の否認が成立する。相手方は破産者の行為の詐害性に
303

丸山毅ほか『ウズベキスタン民法典（邦訳）
』
（名古屋大学法政国際教育協力研究センター、2004 年）
50 頁、99 頁。
304 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный,
учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая. – 3-е изд. / С. С. Алексеев и др.;
под ред. С. А. Степанова. – Москва. Проспект, 2012. С. 271, 462.
305 竹内守夫編集代表『大コンメンタール破産法』
（青林書院、2007 年）627 頁。
306 伊藤眞『破産法〔第４版補訂版〕
』
（有斐閣、2006 年）379 頁。
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付いて善意であったことを証明しなければならない。善意であったことについて相手方に
過失があったか否かは問題とならない。その理由は、相手方が破産者の財産状況について
注意義務を負っているわけではないからである307。
第 160 条第 1 項は、破産者の詐害行為を時期的に 2 つに分けて定めている。以上、時期
が制限されていない詐害行為の否認について見てきた。以下では、支払停止または破産手
続開始申立後の詐害行為の否認について検討する。
支払停止等後の詐害行為の否認に関し、主観的要件として破産者の詐害意思が要件とさ
れていない。その理由は、支払停止等が発生し、責任財産が客観的に保護されるべき時期
に入っていることである。この場合、詐害性の内容も少し変わり、同条第 1 項第 1 号の詐
害行為の詐害性の一つの要因であった実質的危機時期後になされたことが支払停止等後に
なされたことに変わり、当該行為が支払停止等後になされたことが証明されれば、否認が
成立する。ただし、支払停止等後の詐害行為であっても、当該行為の相手方が必ずしもそ
の支払停止等について知りえないことがあるため、保護の手段として、相手方の悪意が要
件とされている。つまり、当該詐害行為の当時、相手方は詐害行為が支払停止等後になさ
れたことと破産債権者の権利を侵害することについて悪意である場合に限り、否認が成立
する。
支払停止等後の詐害行為と言っても、当該行為が破産手続開始申立てから１年前になさ
れたのであれば、否認の対象とならない（第 166 条）。破産手続との牽連性の浅い行為を否
認の対象外として、受益者を保護する趣旨である308。
破産者及びその相手方の主観に関し、ウズベキスタン現行倒産法及び 2002 年ロシアの倒
産法は、詐害行為の否認の主観的要件を定めていない。ロシアの 2009 年改正倒産法は、詐
害行為の否認に関し、債務者の詐害意思の意思説を採用している。なぜ意思説が採用され
たかの理由は明確ではないが、立法者は、債務者の詐害意思の推定規定を設けている。こ
こで、疑問点として残っているのは、当該推定規定以外の場合にも、債務者の詐害意思の
証明が可能かどうかである。また、2009 年改正倒産法は、相手方に関する否認の主観的要
件として、債務者の詐害意思についての当該相手方の悪意を定めている。しかし、相手方
の善意の証明責任を誰が負担するかは、明らかではない309。ウズベキスタン倒産法と 2009
年ロシア改正倒産法の改正にあたって、上述の問題は考慮されるべきである。
b) 詐害的債務消滅行為
債務の弁済行為は、そもそも偏頗行為の対象であり、詐害行為否認の対象とならないが、
債務が代物弁済の方法で行われる際、目的物の価格が消滅される債務額を超えている部分
307

伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1021 頁。
同上・1022 頁。
309 Несостоятельность (банкротство): Научно-практический комментарий новелл
законодательства и практика его применения / Под ред. В. В. Витрянского. – М.: Статут, 2010.
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については、詐害行為否認の対象となる。つまり、目的物の価格と弁済される債務額の間
で均等関係があれば、当該代物弁済によって、破産者の債務が弁済され、破産財団が減少
しない。ただし、目的物の価格が債務額を超過していれば、その超過している部分が破産
財団から逸出され、全債権者に配当される財産が減ることとなる。そのため、形式的に債
務消滅行為であっても、その超過している部分に関して詐害行為の否認が認められる。例
えば、破産者が 1000 万円の債権を 1500 万円の財産の代物弁済によって弁済したとき、詐
害的債務消滅行為の否認が成立するのは、
1000 万円の債権を超える 500 万円の部分である。
目的物の価格と消滅する債務の価格の間の均等関係が、当該詐害的債務消滅行為がなされ
た時点を基準として判断される310。
詐害的債務消滅行為が支払不能前後に行われ、偏頗行為の対象となる場合がありうる。
その場合、管財人は詐害的債務消滅行為の否認と偏頗行為の否認いずれかを選択しなけれ
ばならない。詐害的債務消滅行為の否認と偏頗行為の否認を比較してみれば、以下の点で、
後者の方が否認し易いと考えられる。
1) 否認対象行為が破産者の義務に属せず、またはその時期が破産者の義務に属しない
行為であれば、支払不能発生前の 30 日以内になされた行為も否認できる。
2) 詐害行為の場合、破産者の詐害意思等の主観的要件があることに対し、偏頗行為の
場合、破産者の主観が要件とされていない。
3) 詐害的債務消滅行為が否認されれば、否認が成立するのは、消滅する債務額を超え
る代物弁済の部分であることに対し、偏頗行為が否認されれば、弁済された金銭全
体が破産財団に返還されることになる。
上述の特長あることから、管財人は偏頗行為に基づく否認を行使すると思われるが、偏頗
行為が成立しない場合に備えて、詐害的債務消滅行為の否認が考えられる311。
c) 無償行為
破産法第 160 条第 3 項によると、支払停止等があった後、又はその前の 6 ヶ月以内に、
破産者が行った無償行為又はこれと同視すべき有償行為は、否認の対象となる。無償行為
の否認の場合には、破産者の詐害意思やその意思及び支払停止等に関する受益者の主観が
要件とされていない。無償行為を詐害行為の特別類型として設け、他の否認類型より簡単
に否認できるようにした理由は、以下の通りである312。
1) 支払停止後の危機時期又はそれに接着する時期における、無償で責任財産を減少さ
せる破産者の行為の詐害性が高いこと。
2) 受益者が無償で利益を得たこと。

310
311
312

伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1022 頁。
藤原総一郎『倒産法全書（上）』
（商事法務、2008 年）492 頁。
小林秀之、斎藤善人『破産法〔第 3 版〕
（論点講義シリーズ 4）
』100 頁。
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具体的には、贈与（日本民法第 549 条）
、債務免除（日本民法第 519 条）、使用貸借の設
定（日本民法第 593 条）
、権利の放棄等が無効行為の否認の対象となりうる。上述のように、
詐害性が高いことから、無償行為の否認に、第 166 条が定める支払停止を要件とする否認
の制限が適用されない。
債務保証が無償行為に当たるかどうに関しては、議論がある。かつての多数説は、債務
保証の無償性を否定してきた。その理由として、①債権者が債務保証の代わりに、融資を
行うため、債務保証を無償で受けているわけではない、②債務保証を提供した者が主債務
者に対して、求償権を有する等が挙げられていた。ただし、現在は、判例も学説も債務保
証の無償性を肯定している313。
ウズベキスタン現行倒産法（2009 年改正前のロシアの倒産法）は無償行為の否認を独立
の類型として定めていない。債務者が行った無償行為は、詐害行為の否認を定めたウズベ
キスタン倒産法第 103 条第 2 項（2002 年ロシアの倒産法第 103 条第 2 項）に基づいて否認
されると考えられる。ただし、第 103 条第 2 項は、詐害行為の相手方を利害関係人に限定
しているため、利害関係人を相手に行われた無償行為のみを否認できる結果になる。同条
第 2 項の他に、同条第 4 項は、社員の脱退に伴う持分の払戻行為の否認を定めている。そ
れによると、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内に行われた持分払戻行為は、否認される。持分
払戻行為も無償行為の一種と考えられるが、無償行為の他の類型の否認が不可能である。
そのため、ウズベキスタン倒産法において、他の否認類型より簡単に否認できる、一般的
な無償行為の否認を定めるべきと思われる。
以上、第 160 条の定める詐害行為否認の対象行為、その対象行為がなされた時期、否認
の客観的及び主観的要件について見てきた。以下では、詐害行為の特別類型である相当の
対価を得てした財産の処分行為の否認について検討する。
2）相当な対価を得てした財産処分行為の否認
実質的危機時期または破産原因が発生してからなされる財産の廉価売却行為等は、第 160
条の対象となり、詐害行為として否認される。ただし、上述の時期に入ってから財産が相
当な価格で売却されるのであれば、否認の対象となるか否かについては、旧法の下で議論
されてきた。通常、財産が相当の価格で売却されれば、その対価が破産財団に組み込まれ、
責任財産の減少が生じない。実務では、動産の適正価格による売却の否認が否定されてき
たが、不動産の適正価格による売却に関し、判例・通説は否認の可能性を認めてきた。そ
の理由は、債権者の債権の弁済の責任財産として最も確実なものであり、それが金銭に変
更されることによって費消・隠匿しやすくなり、責任財産を減少させやすくなることであ
る。

313

伊藤眞ほか『条解破産法』
（弘文堂、2010 年）1025 頁。
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これに対する批判としては、相当な価格を支払って売却したにもかかわらず、売主が破
産したことを理由に、当該売却が否認され、買主が不安定な状況に陥ってしまうというこ
とがある。また、危機時期にある債務者がその財産を売却して事業再建する途が閉ざされ
てしまうという主張があったが、学説は、受益者が当該売却の詐害性について悪意である
場合にのみ否認が成立するという厳しい条件下における否認の可能性を認めてきた314。
現行破産法は、従来の判例・通説を明文化し、第 161 条において、相当の対価を得てした
財産の処分行為の否認を規定した。当該規定は、財産種類の変更により得られた相当な対
価の隠匿等を防止するために、適正価格による財産売却行為の否認可能性を認め、他方で
は、受益者の利益を害しないために、第 160 条の定める詐害行為よりも厳格な要件を設け
ている315。以下の表は、適正価格による財産処分行為の否認の要件を表したものである。
表 10
否認の対象行為

適正価格による財産処分行為の否認の要件
相当な対価を得てした財産

相当な対価を得てした財産

処分行為の否認（第 161 条第

処分行為の否認（第 161 条第

1 項）

2 項）

倒産手続開始前の全ての時

倒産手続開始前の全ての時

期

期

受益者の範囲

限定なし

内部者

破産者の主観

隠匿等の処分意思

隠匿等の処分意思

相手方の主観

隠匿等の処分意思に関する

隠匿等の処分意思に関する

悪意/証明責任-管財人

悪意/証明責任-内部者

否認対象行為の時期

財産の売却価格が相当な価格かどうかは、処分行為の時点における当該財産の公正な市場
価格を基準として判断される。また、財産の売却価格が相当であっても、相手方である債
権者が売買代金の自らの債権を相殺し、実際に対価が支払われていない場合には、破産債
権者への廉価売却または代物弁済と見られるため、第 160 条または第 162 条の定める否認
の対象にもなりうる。
相当な対価を得てした財産の処分行為が否認されるには、以下の 3 つの要件が満たされな
けばならない。
1) 不動産の金銭への換価等、財産の種類の変更による隠匿、無償の供与その他の破
産債権者を害する処分（以下では、隠匿等の処分という）をするおそれを現に生
じさせること。この場合、適正価格による財産の売却によって、責任財産は減少
していないが、その売却の対価として得られた金銭が隠匿されることが詐害性を
持ち、否認が認められる。
314
315

伊藤眞『破産法〔第 4 版補訂版〕
』
（有斐閣、2006 年）381 頁。
竹内康二『倒産実体法の契約処理』
（商事法務、2011 年）391 頁。
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2) 破産者が行為の時、対価として取得した金銭その他の財産について隠匿等の処分
をする意思（以下では、隠匿等処分意思という）を持っていたこと。第 160 条の
定める詐害行為否認における詐害意思は、破産者自らが実質的危機時期にあるこ
とと当該詐害行為が破産債権者を害することに関する認識であれば、第 161 条の
定める適正価格による財産処分行為の否認における隠匿等の処分意思は、上述の
詐害意思に加えて、対価を隠匿することによって債権者の権利実現を妨げること
である。
3) 当該財産処分行為の時、受益者が破産者の隠匿等の処分意思について悪意であっ
たこと。詐害行為の否認とは異なり、適正価格による財産の売却行為の否認にお
ける相手方の悪意の証明責任は、管財人側にある。その理由は、証明責任が相手
方の負担とされれば、相当な価格で財産を購入し、破産者の隠匿等の処分意思に
ついて知り得なかった相手方の負担が重すぎるためである。
第 161 条第 2 項は、適正価格による財産売却行為の相手方が内部者である場合、当該内
部者の悪意の推定規定を設け、証明責任の転換を定めている。その理由は、内部者を相手
に行われた財産処分行為が、隠匿等の処分行為である可能性が高いこと、内部者が破産者
の隠匿等の処分について悪意であることが少なくないことである。この場合、相手方は、
自らが善意であったことを証明しない限り、その悪意が推定され、否認が成立する。
4.3.2.2．偏頗行為の否認

破産法第 162 条は、偏頗行為の否認を定めている。偏頗行為を対象とする否認の要件は、
①支払不能または破産手続開始申立後になされ、②既存の財務に対する担保の供与または
弁済等の債務消滅行為であること、③受益者である債権者が支払不能もしくは支払停止ま
たは破産手続開始申立てがあったことについて悪意であることである316。以下の表は、偏頗
行為の要件の表したものである。
表 11

否認の対象行為

行為の時期
受益者の範囲
316

第 162 条の定める偏頗行為の要件
既存の債務についてされた

既存の債務についてなされ

担保の供与又は債務の消滅

た義務に属さない担保の供

に関する行為（第 162 条第 1

与又は債務の消滅に関する

項第 1 号）

行為（第 162 条第 1 項第 2 号）

支払不能後又は破産手続開

支払不能になる前の 30 日以

始申立後

内

破産債権者

破産債権者

山本和彦ほか『倒産法概説〔第 2 版〕
』
（弘文堂、2010 年）287 頁。
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破産者の主観的要件

受益者の主観的要件

不要

不要

支払不能もしくは支払停止

当該行為が破産債権者を害

また破産手続開始申立てが

することについての悪意/証

あったことについての悪意/

明責任-受益者

証明責任-管財人
現行破産法は、偏頗行為の基準時として「支払不能」を定め、否認の対象行為を「既存
の債務についてなされた担保の供与または債務の消滅に関する行為」に限定し、いわゆる
「同時交換行為」を否認の対象外とした。
現行法が否認の基準時を「支払停止」から「支払不能」に変更した理由は、次の通りで
ある。支払停止前の行為であっても、実質的危機時期に陥っていることが少なくなかった。
また、詐害意思の有無によって否認が成立することにすれば、取引の安全を害し、否認に
関する予見可能性を奪うことになることである317。ただし、一定の非義務的行為、すなわち、
破産者の義務に属さない担保の供与や履行期前の弁済（期限前弁済）
、本来の給付以外によ
る弁済（代物弁済）については、支払不能前の 30 日以内になされた行為をも否認の対象と
している。
偏頗行為否認の対象となる担保の供与には、破産財団に属する財産について質権や抵当
権を設定する行為はもちろん、仮登記担保や譲渡担保等の非典型担保を設定する行為も含
まれる。また、債務の消滅に関する行為として、弁済（日本民法第 474 条）
、代物弁済（日
本民法第 482 条）
、相殺（日本民法第 505 条）
、更改（日本民法第 513 条）、免除（日本民法
第 519 条）等が挙げられる。
支払不能後または破産手続開始申立後の偏頗行為の否認（第 162 条第 1 項第 1 号）の場
合には、その支払不能または破産手続開始申立てがあったことに関する相手方の悪意の証
明責任は管財人にある。ただし、偏頗行為の相手方が内部者である場合には、その悪意の
証明責任が転換され、内部者が反対の事実を証明しない限り、否認が成立する。また、支
払不能後の偏頗行為で、破産者の義務の属さないもの、またはその方法もしくは時期が義
務に属さないものについても、相手方の悪意が推定される。
非義務的行為（第 162 条第 1 項第 2 号）は、弁済期が到来していない債務を期限前に弁
済し、または約定が存在しないにもかかわらず、担保を供与する行為であり、詐害的有害
性が高いものである。そのため、相手方の悪意の要件も、他の偏頗行為の悪意の要件と異
なり、「相手方が当該行為の当時、破産債権者を害する事実について悪意」である。また、
その悪意の証明責任を相手方に転換し、相手方が善意であったことを証明しない限り、否
認が成立する。
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以上、日本の破産法の定める否認の基本類型である詐害行為の否認、その特則適正価格
による財産処分行為の否認及び偏頗行為の否認を紹介してきた。以下では、上述の対象行
為の否認の効果について検討する。
4.4．否認の効果
否認権の行使により、破産者と相手方の間でなされた行為が、行為の当時に遡って無効
となる。したがって、破産財団もその行為がなかった状態を回復する（第 167 条第 1 項）
。
ただし、偏頗行為の否認の場合には、破産財団が現状を回復するといっても、金銭の復帰
は認められないから、相手方には債権的返還義務が生じ、相手方は受け取った金額とその
受け取った日以降の利息を破産財団に返還することになる。また、行為が否認された場合、
破産財団へ現物を返還するのが原則であるが、財産を現物で返還できない場合には、現物
返還に代えてその価格が返還される318。
次に、相手方の反対給付の返還について紹介する。詐害行為が否認されれば、破産者が
譲渡したものが破産財団に返還される。この場合、相手方が行った反対給付が破産財団に
現存していれば、相手方はその反対給付の返還を請求することができる。反対給付が破産
財団中に現存していないのであれば、相手方はその返還請求権を財団債権として請求する
ことができる。その理由は、相手方が破産者から受領したものを破産財団に返還すること
に対し、破産者が相手方から受け取った反対給付をそのままにしていたのでは破産財団が
不当に利得することになるからである319。
ただし、相手方の反対給付が破産財団に現存しない場合、相手方の地位をどの程度保護
すべきかに関し、現行法は旧法と異なる規定を設けている。破産者が反対給付を破産財団
に組み入れなかった場合など、反対給付が破産財団に現存しない場合には、旧法の下では、
相手方はその反対給付の返還を破産債権として請求していた。反対給付の一部が破産財団
に現存する場合には、その一部を財団債権として請求し、残りの部分を破産債権者として
請求していた。しかし、これは公平性に反するため320、現行法は、反対給付が破産財団中に
現存しない場合にも、その反対給付の返還を財団債権として請求できるようにした。また、
現行法は、破産者が対価として受けたものついて隠匿等の処分意思を有し、それについて
相手方が知っていた場合、相手方の地位の保護の程度が変わってくる。つまり、詐害行為
の否認（第 160 条第 1 項）
、無償行為の否認（第 160 条第 3 項）、適正価格による財産の処
分行為の否認（第 161 条）の場合には、破産者が隠匿等の処分意思を有し、その処分意思
に関して相手方が悪意であった場合には、破産者が受け取った反対給付が破産財団に現存
するかどうかによって、以下のような取扱いを受ける。
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1) 反対給付によって生じた利益全部が破産財団に現存する場合には、その返還を財団
債権として請求することになる。
2) 反対給付によって生じた利益の一部が破産財団に現存する場合には、その現存利益
の返還を財団債権として請求できるが、反対給付の残りの部分を破産債権として請
求することになる。
3) 反対給付によって生じた利益が破産財団に現存しない場合には、その返還を破産債
権として請求することになる。
現行破産法のもう一つの特徴は、管財人が現物返還の代わりにその価格賠償を請求でき
ることである。つまり、詐害行為の否認（第 160 条第 1 項）
、無償行為の否認（第 160 条第
3 項）
、適正価格による財産の処分行為の否認（第 161 条）の場合には、原則として、管財
人は破産者が譲渡した給付物の返還を請求するが、その代わりに価格賠償を請求すること
もできる。これにより、管財人は、目的物を処分する手間を省略し、破産財団の実質的回
復を図ることができる。
偏頗行為が否認された場合には、相手方が破産者から受けた反対給付を返還したときに
はじめて、相手方の債権が復活する（破産法第 169 条）
。破産財団を保護するために、相手
方からの給付の返還または価格の償還が先履行と定められており、したがって相手方は返
還・償還義務を履行する前に自己の破産債権を行使することができない。また、変換・償
還に係る義務と復活する債権に係る義務とは同時履行関係に立たず、また相殺もありえな
い321。
無償行為の否認の場合には、相手方が善意であれば、現に利益を受けた限度で破産財団
に償還すれば足りる。ただし、善意であることを相手方が証明しなければならない。以上、
日本現行破産法の定める否認の効果について見てきた。以下では、否認権行使の一定の手
続的事項を紹介し、否認制度の分析をまとめる。
4.5．否認権行使の手続的事項
4.5.1．各倒産手続における否認権の行使
否認権の制度は、条文の構造・順序を含め、基本的には、倒産三法である民事再生法、
会社更生法、破産法において共通している。ただし、民事再生手続では、当該手続が DIP
型倒産手続であることに起因する特殊性がある。民事再生法においては、第 127 条以下に
否認権制度が定められている。否認権の行使権者は、管理型手続においては管財人であり、
通常 DIP 型では監督委員となっている。DIP 型倒産手続においては、再生債務者は公平誠実
義務を負い、総債権者のために行動しなければならないとはいえ、自己の行った行為を否
認することは難しく、相手方にとってもそのような権利行使は受け入れ難いと考えられる
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ため、立法にあたり監督委員が否認権の行使権者とされた322。会社更生手続においては、担
保権者も手続的拘束に服するため、更生担保権者となる債権者に対する弁済等についても
否認が問題となりうる。上述の違いがあるものの、特に実態的な要件及び効果は基本的に
共通する323。
以上のように、破産法以外に民事再生法にも会社更生法にも否認権に関する規定が設け
られており、それらの手続における否認権の行使は可能である。上述の倒産手続のうち、
民事再生法と会社更生法は債権型倒産手続を規制する法律であるため、それらの倒産手続
における否認権の行使の目的も、債務者の債権である。これに対し、ウズベキスタン及び
ロシア現行倒産法においては、否認権を行使できる倒産手続は、外部管財手続（会社更生
手続に相当する）及び清算手続のみである。それ以外の監視手続、裁判上再生支援手続（ウ
ズベキスタン倒産法制度における DIP 型倒産手続）及び財政健全化手続（ロシアの倒産法
制度における DIP 型倒産手続）における否認権の行使は不可能である。債務者の経済状態
をより速く改善するために、上述の倒産手続における否認権の行使が不可欠であると考え
られる。そのため、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度の今後の改正作業において、
否認権の監視手続及び裁判上再生支援手続（ロシアの倒産法においては、財政健全化手続）
への導入を考慮に入れるべきと考えられる。
4.5.2．証明責任の転換
第 160 条第 1 項においては、破産者の詐害意思の存在についての証明責任は、破産管財人
にあり、受益者の善意についての証明責任は、受益者にある（善意であることを証明しな
ければならない）
。この場合、破産者が破産債権者を害する害意を有したいたことについて
破産管財人、破産債権者を害することについての善意、破産手続開始申立、支払停止につ
いての善意を受益者が証明しなければならない。同条第 2 項も、第 1 項と同様である。同
条第 3 項（無償行為）の場合、主観的要件が定められていない。詐害行為の否認において、
相手方に証明責任を負担されているのは、詐害行為の性質（財産の廉価売却）から、相手
方は当該行為が破産債権者を害することを認識すべきであると考えられるからである。つ
まり、破産者の財産を廉価で購入している相手方は、当該売買が破産債権者を害すること
を認識すべきであり、その売買が否認された場合、売買当時、自らが善意であったことを
証明しなければならない。
第 161 条の定める相当な対価を得てした財産処分行為の否認の場合、破産者の隠匿等の処
分意思及びそれについての受益者の悪意について破産管財人が証明しなければならない。
相手方の悪意についての証明責任が管財人にあるのは、破産者の財産を適正価格で購入し
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た相手方の負担が重すぎるからである。ただ、受益者が内部者であるとき、証明責任が転
換し、内部者は自らが善意であることを証明する。
第 161 条第 2 項及び第 162 条第 2 項は、受益者が破産者の内部者である場合、その証明責
任を内部者に転換している。第 162 条の定める偏頗行為の否認を免れるためには、受益者
が支払不能もしくは支払停止または破産手続が開始されたことについて善意でなければな
らない。ただし、その相手方の悪意の証明責任は、管財人にある。同条第 1 項第 2 号は、
破産者の義務に属さない、その時期が破産者の義務に属さない、支払不能前の 30 日以内に
行われた行為の否認を定めており、主観的要件として、当該行為等時、破産債権者を害す
る事実に関する相手方の悪意を定めている。この場合、破産者の義務に属さない行為によ
って給付を受けた相手方が証明責任を負う。同条第 2 項によると、相手方が内部者である
場合、また、破産者の義務に属さない、その方法または時期が破産者の義務に属さない行
為の相手方の悪意の推定規定が設けられている。
4.5.3．否認事件の審理に関する手続的事項
破産債権は、破産法に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使す
ることができない（破産法第 100 条）324。破産手続が開始されてから、債権者の個別的債権
の請求が制限され、団体的に調整されることになる。
破産手続開始の決定があったときは、破産者を当事者とする破産財団に関する訴訟手続は、
中断する。例えば、破産手続開始前に、債権者代位訴訟（日本民法第 423 条）、詐害行為取
消訴訟（日本民法第 424 条）が係属している場合には、開始決定によりその訴訟は中断す
る。破産管財人は、中断した訴訟手続のうち破産債権に関しないものを受け継ぐことがで
きる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができる（破産法第 44 条
第１項及び第 2 項）
。つまり、倒産手続開始前の訴訟も受け継がれ、また否認権等が倒産手
続内において提起され、破産者の財産に関する訴訟を総括的に処理することができる。た
だし、ウズベキスタン現行倒産法は、否認事件の倒産手続外での審理を定めている。
否認権の行使権者は管財人であり、管財人は否認権を訴えの提起、訴訟における抗弁の
主張、又は否認権の請求の方法によって行使できる。管財人は、全債権者の代表者として
行動し、破産者が行った詐害行為、偏頗行為を否認し、破産財団を増加させる。否認権の
行使方法も複数あるため、各手段を効率よく利用し、債権者の満足の最大化を図っていく。
ウズベキスタン倒産法やロシアの倒産法は、訴えの提起による方法しか定めていないため、
否認権行使に時間や費用がかかると考えられる。否認権を効率よく行使できるようにする
ためには、今後、否認権行使の他の方法も考慮されるべきである。

324

伊藤眞編集代表『コンパクト版

倒産・再生再編六法 2013』（民事法研究会、2012 年）156 頁。

151

小括
以上、日本の倒産法制度における否認制度について紹介した。ウズベキスタン及びロシ
アの倒産法制度と異なり、各倒産手続が独立の法律で定められており、複数手続型倒産制
度である。債権型倒産手続として、民事再生手続と会社更生手続、清算型倒産手続として
破産手続と会社法の定める特別清算手続がある。また、上述の裁判上の倒産手続とは別に、
私的整理や倒産 ADR 等、裁判外の倒産手続もよく利用されている。
否認制度は、破産手続の他に、民事再生手続や会社更生手続においても行使できる。各
倒産手続の目的や実施方法に起因する特徴があるが、否認の対象行為、否認の客観的及び
主観的要件、否認権行使の方法と効果は同様である。つまり、否認権の行使が破産手続に
限定されていない。これに対して、ウズベキスタン倒産法制度及びロシアの倒産法制度に
おける否認制度は、外部管財手続及び清算手続のみにおいて行使することができ、監視手
続及び裁判上再生支援手続（財政健全化手続）における行使は不可能である。
否認対象行為の類型として、詐害行為の否認、その特則である適正価格による財産処分
行為の否認、偏頗行為の否認とは別に、否認の特別類型として対抗要件の否認と執行行為
の否認も規定されている。ただし、ウズベキスタン倒産法において、まず、否認の基本的
類型である詐害行為と偏頗行為の否認の諸問題を解決すべきであると考え、詐害行為と偏
頗行為を中心に検討してきた。以下では、各類型の否認について紹介する。
1) 詐害行為の否認－破産法第 160 条は、詐害行為の否認を定めている。同条は 3 項か
らなっており、第 1 項は詐害行為の否認、第 2 項は詐害的債務消滅行為の否認、第
3 項は無償行為の否認を規定している。第 1 項は、詐害行為の否認を時期に 2 つに
分けており、それは、①債権者を害する目的で行われた債務者の詐害行為で、相手
方がその害意について悪意である場合の否認、②支払停止等後の詐害行為で、相手
方が支払停止等について悪意である場合の否認である。第 2 項は、詐害的債務消滅
行為の否認を規定しているが、目的物の価格が消滅する債務額を超える部分につい
ては、第 1 項の要件下で否認を認めた。第 3 項は、倒産手続開始前の 6 ヶ月間以内
に行われた無償行為の否認の規定で、他の詐害行為の類型と比べて、簡単に否認で
きるようにされている。
2) 適正価格による財産処分行為の否認－適正価格で売却された財産処分行為は、責任
財産を減少させないため、否認すべきではない。ただし、当該売却によって破産者
による対価の隠匿等の処分のおそれが現に生じ、破産者もその隠匿等の処分意思を
有し、相手方もその隠匿等の処分意思について悪意である場合に、当該適正価格に
よる財産処分行為が否認されうる（破産法第 161 条）。相手方が内部者である場合に
は、その悪意の証明責任が相手方に転換する。
3) 偏頗行為の否認－第 162 条第 1 項は、
偏頗行為の否認を時期的に 2 つに分けている。
第 1 項第 1 号は、支払不能または破産手続開始申立てがあった後の偏頗行為の否認
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を規定しており、当該支払不能または破産手続開始申立てがあったことについて相
手方の悪意が主観的要件である。第 1 項第 2 号は、支払不能前の 30 日以内に行われ
た破産者の義務に属さないまたはその時期が破産者の義務に属さない行為の否認を
定めており、破産債権者を害することに関する相手方の悪意が主観的要件である。
否認権行使の効果としては、破産者が譲渡したものの破産財団への返還が原則である。
相手方の反対給付については、その反対給付が破産財団に現存しているのであれば、その
返還を請求することができる。反対給付が破産財団に現存しない場合には、相手方がその
返還を財団債権として請求できる。また、破産者が取得した財産について隠匿等の処分意
思を有し、その隠匿等の処分意思について相手方が悪意である場合、悪意でない場合と比
べて、劣後的扱いをしている。ただし、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度における
否認の効果とは異なり、反対給付が破産財団に現存すれば、それを返還している。これが、
反対給付の返還を債権弁済順位にしたがって行うウズベキスタン及びロシアの倒産法制度
との大きな違いである。
以上、日本の破産法における否認制度の概要及び基本的な否認類型について見てきた。
以下では、ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度における否認制度を比較し、ウ
ズベキスタン倒産法制度への示唆について検討したい。
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5．各国における否認制度の比較及びウズベキスタン倒産法制度への示唆
5.1．各国における否認制度の比較
1）倒産法制度の背景にある違い
ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度の比較を各国における社会の背景、その
社会の国との関係、社会における法意識の比較から始めることは、それぞれの倒産法制度
の目的、構成及び目標等を理解するにあたって、重要であると思われる。もちろん、上述
の 3 カ国とも長い歴史を持っており、それなりの社会的価値観、伝統等を蓄積してきた。
ウズベキスタンでは、19 世紀終わりまで現地の帝国が国営してきて、その後ロシア帝国に
より占領された。それまで、取引関係から発生する紛争はイスラム教のシャリーア法に基
づいて解決されてきたことに対し、ロシア帝国の占領時から西洋の法的理論に基づいた法
制度が入ってきた。1917 年ボリシェヴィキ革命が起こり、ソビエト時代が始まってから、
ソビエト諸国の間で共通する民事法令が制定されるようになった。ただし、上述したよう
に、この時代には倒産法制度が本格的に機能しておらず、計画主義の下で企業の倒産に関
する問題が抑えられてきた。ロシアの場合は、17 世紀から最初の倒産法制度の要素が現れ
てきて、1917 年革命前のロシア帝国は、相当発達した倒産法制度を持っていた。当該倒産
法は、本研究の目的である法律行為の否認をも規定しており、倒産手続における債権者の
権利を優先的に保護していた。1917 年革命後、倒産法制度の目的が逆に転換し、債権者の
権利より国や労働者の権利が最優先されるようになった。それを実現するために訴訟手続
における検察官の参加や職権探知主義等の手段が手続法に導入され、取引から発生する紛
争を解決する際、国の影響が高まってきた。もちろん、そのとき、所有権の制限があり、
市場における経済主体は国営企業のみであったが、ソ連解体後に制定された民事法令にお
いて未だに国の強い影響が残っている。この問題は、ウズベキスタンとロシアの倒産法制
度の背景にあると考えられる。今後、市場経済へ移行しようとして両国における民間取引
を発達させるにあたって、中立的で、迅速かつ公平な紛争解決制度の確保が最重要の課題
であり、その紛争解決方法の一つである倒産法の役割が高まっていくと思われる。
2）倒産法制度の構成
ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度の構成を比較するのであれば、各制度の
中身が相当異なることが分かる。ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度は、各倒産手続
を一つの法律でまとめた単数型倒産制度であるのに対し、日本の倒産法制度は、各倒産手
続を独立した法律で定める複数型倒産制度である。上述の各構成は、倒産手続における債
務者、債権者その他の参加者の権利保護の調整にあたって重要な意味を持っている。つま
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り、再建型倒産手続と清算型倒産手続を別々の法律で定めている日本では、債務者または
債権者は最初から再建か清算かを選択することができる。この場合、再建型手続が失敗し、
途中で清算型手続に移行することがありうるが、債務者が自らの運命の決定過程に参加で
きることが特長である。日本とは異なり、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度は、各
倒産手続を一つの法律で定めた単数型倒産手続である。つまり、債務者、債権者その他の
申立権者の申立てに基づき、裁判所の決定によって倒産手続が開始されるが、これは債務
者の清算を意味しない。まず、債務者に対して監視手続が開始され、債務者の経済状態の
一時管財人による審査・報告に基づいて、債権者集会が債務者に適用される再建型または
清算型倒産手続を決定する。債権者集会において、債務者は議決権を持っていない。また、
倒産手続を実施する管財人も債権者集会によって選任され、その報酬も債権者集会によっ
て決定されるため、管財人の債権者からの中立性が問題となる325。以上、倒産手続が開始さ
れた債務者の権利に関する問題を取り上げたが、以下で、再建の可能性を有する債務者が
如何に清算手続の対象になってしまうかについて説明する。
3）倒産手続開始原因
日本の破産法における手続開始原因は、破産者の支払不能とされている。支払不能とは、
債務者が、支払い能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものについては、一般
的かつ継続的に弁済することができない状態をいう（日本の破産法第 2 条 11 項）
。つまり、
裁判所は、債務者に対して破産手続の開始を決定する際、債務者の経済状況を総括的に分
析し、債務者が弁済期が到来した債権を支払えないと判断したとき、破産手続の開始決定
を出す。民事再生手続や会社更生手続における手続開始原因は、破産手続開始原因または
その原因が生じるおそれまたは債務者が事業に著しく支障を来すことなく再建できないこ
とである。
これに対し、ウズベキスタン及びロシアの倒産手続における手続開始原因は、一定の債
権額が一定の期間内に支払われないこと（支払不能の特別類型、ウズベキスタンの場合に
は、最低賃金の 500 倍以上の債権額が弁済期到来後の 3 ヶ月以内に弁済されないこと、ロ
シアの場合には、10 万ルーブル以上の債権額が弁済期が到来してから 3 ヶ月以内に弁済さ
れないこと）である。つまり、法人については、最低賃金の 500 倍以上の債権額326（ロシア
の場合、10 万ルーブル以上）が弁済期到来後の 3 ヶ月以内に支払われていない場合に、当
該債務者に対して倒産手続が開始され、その後手続は債権者の主導で進んでいく。ここで
は、法人債務者の規模が配慮されていない。その結果、企業が固定資産や流動資産を持っ
ているにもかかわらず、倒産手続が開始され、清算されてしまうおそれが高い。このよう
325

ウズベキスタン倒産法における管財人の選任及び報酬の決定過程における中立性の問題を修士論文で
取り上げた。
326 2013 年の 5 月 30 日時点では、倒産手続開始に必要な最低債権額は 36177500 スム（最低賃金額の 500
倍、約 17380 米ドル）である。
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な状況下で、債務者が自らに対して倒産手続が開始されることをはっきり認識しており、
倒産手続開始前に責任財産を減少させる法律行為を行い、倒産手続による損害を抑えよう
とする。しかし、責任財産減少行為は債権者の財産権を侵害するものであるため、倒産手
続においてそのような行為を無効とする否認制度が設けられている。以下で、比較対象の 3
ヵ国における否認制度を比較する。
4）各倒産手続における否認の要件
a）詐害行為の否認
まず、ウズベキスタン倒産法制度における詐害行為の否認についてである。倒産法第 103
条第 2 項は、詐害行為の否認を定めているが、その相手方を利害関係人に限定している。
つまり、利害関係人以外の者を相手に行われた法律行為の否認は不可能である。また、相
手方が利害関係人であるため、主観的要件も定められていない。法律行為のなされた時期
に関しては、時期が限定されていないから、倒産手続開始前の全ての法律行為が対象とな
ると考えられる。上述の問題があり、倒産法の規定が適用されにくいため、実務で民法の
法律行為の無効に関する一般的な規定に基づいて法律行為を無効と認定す場合が多い。た
だし、民法の規定は、債権者の権利が侵害されることに基づく法律行為の無効事由を定め
ていないため、法令の定める要件下で行われた詐害行為は、有効のままである。
2002 年ロシアの倒産法は、詐害行為に関し、ウズベキスタン倒産法と同様の規定を設け
ていたが、2009 年改正倒産法は、詐害行為の新しい事由を規定した。同法第 61 条の 2 は、
詐害行為がなされた時期を 2 つに分け、それぞれに対して異なる否認要件を定めている。
同条第 1 項の類型は、倒産手続開始前の１年以内に行われた非等価的反対給付を伴う法律
行為の否認であり、主観的要件が定められていない。当該法律行為が倒産手続開始に近い
時期になされたことを理由に、主観的要件が規定されていないと思われるが、相手方に自
らの善意を証明する機会が与えられていない。第 2 項の類型は、債権者を害する詐害行為
の否認であり、法律行為が倒産手続開始前の 3 年以内に、債権者を害する目的で行われ、
その法律行為の結果、債権者が害され、当該害意について相手方が悪意であった場合に、
当該法律行為が否認される。①の類型は、反対給付を伴う詐害行為の否認を定めており、
反対給付を伴わない詐害行為（贈与契約や債務保証契約等の無償契約）は、第 2 項の類型
に基づいて否認される。ただし、第 2 項は、主観的要件をも定めているため、上述の無償
契約の否認の成立が困難になる。
日本の破産法第 160 条は、詐害行為の否認を定めている。同条は第 3 項からなっており、
第 1 項は、詐害行為の否認、第 2 項は、詐害的債務消滅行為の否認、第 3 項は、無償行為
の否認を規定している。第 1 項は、詐害行為の否認を時期的に 2 つに分けており、それは、
①債権者の害する目的で行われた債務者の詐害行為で、相手方がその害意について悪意で
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ある場合の否認、②支払停止等後の詐害行為で、相手方が支払停止等について悪意である
場合の否認である。第 2 項は、詐害的債務消滅行為の否認を規定しているが、目的物の価
格が消滅する債務額を超える部分については、第 1 項の要件下での否認を認めた。第 3 項
は、倒産手続開始前の 6 ヶ月間以内に行われた無償行為の否認の規定で、他の詐害行為の
類型と比べて、簡単に否認できるようにされている。また、破産法第 161 条は、詐害行為
の特則である適正価格による財産処分行為の否認を定めている。適正価格で売却された財
産処分行為は、責任財産を減少させないため、否認すべきではない。ただし、当該売却に
よって破産者による対価の隠匿等の処分のおそれが現に生じ、破産者もその隠匿等の処分
意思を有し、相手方がその隠匿等の処分意思について悪意である場合に、当該適正価格に
よる財産処分行為が否認されうる。相手方が内部者である場合には、その悪意の証明責任
が相手方に転換する。
以上で見てきたように、詐害行為の否認は、各国の倒産法に規定されているが、ウズベ
キスタン倒産法には、詐害行為の相手方、行為の時期及び主観的要件の問題がある。ロシ
アの倒産法は詐害行為の否認を、ウズベキスタン倒産法より詳しく定めているが、各時期
における主観的要件が詐害行為否認の目的に整合していない問題がある。
b）偏頗行為の否認
ウズベキスタン倒産法における偏頗行為の否認の問題は、①その否認の対象行為、②行
為がなされた時期、及び③主観的要件の問題である。偏頗行為の否認を定める第 103 条第 3
項は、否認対象行為を特定債権者の金銭債権に限定している。つまり、金銭債権以外の債
権の偏頗的弁済は対象とならない。否認対象行為の時期に関しては、倒産手続開始後の法
律行為のみを対象としているため、倒産手続開始前の危機時期においてなされた偏頗行為
を否認できない。また、偏頗行為の対象は、倒産手続開始後の法律行為のみであるため、
否認の主観的要件等が定められていない。
偏頗行為に関しては、ロシアの 2009 年改正倒産法は、その第 61 条の 3 において規定し
ている。同条第 1 項は、倒産手続開始前の 1 ヶ月以内に行われた偏頗行為の否認を定めて
おり、否認の要件は客観的要件のみである。同条第 3 項は、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内
に行われた偏頗行為を否認を規定しており、第 2 項に基づいて偏頗行為を否認するために
は、客観的要件とともに、相手方の悪意等の主観的要件をも証明すべきである。
日本の破産法は、第 162 条において偏頗行為の否認を定めている。同条第 1 項は、偏頗
行為の否認を時期的に 2 つに分けている。第 1 項第 1 号は、支払不能または破産手続開始
申立てがあった後の偏頗行為の否認を規定しており、当該支払不能または破産手続開始申
立てがあったことについての相手方の悪意が主観的要件である。第 1 項第 2 号は、支払不
能前の 30 日以内に行われた破産者の義務に属さないまたはその時期が破産者の義務に属さ
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ない行為の否認を定めており、破産債権者を害することに関する相手方の悪意が主観的要
件である。相手方が内部者である場合には、悪意の証明責任が相手方の負担とされている。
偏頗行為の否認は、特定債権者の債権を弁済することによって、債権者間の平等を侵害
する行為である。偏頗行為に関するウズベキスタン倒産法の問題は、否認対象行為の範囲
が限定されていること、倒産手続開始前の偏頗行為の否認が認められていないことである。
倒産手続開始前の偏頗行為の否認が可能となれば、主観的要件の問題が発生するが、否認
制度を改正するにあたって、上述の事項を総合的に改正する必要がある。
5）否認権行使の効果
ウズベキスタン倒産法は、法律行為の否認の効果として、民法に基づく相互原状回復を
定めている。相互原状回復のルールから、法律行為の相手方である第三者の権利が十分に
保護されているように見えるが、実務においては反対給付が返還されず、第三者が損害を
被る。まず、基本的な問題としては、反対給付の取扱いの問題がある。ウズベキスタン倒
産法の下では、否認された法律行為によって失われた財産は倒産財団に返還されるが、そ
の反対給付は返還されない。つまり、反対給付が倒産財団に現存しているか否かに関係な
く、相手方が債権弁済順位にしたがって反対給付の返還を請求できる。その根拠は、外部
管財手続における債権弁済に対するモラトリアムを定める第 93 条及び清算手続開始の効果
を定める第 125 条に基づく債権弁済の禁止である。結果として、法律行為が否認され、相
手方が当該法律行為によって受領した全てのものを倒産財団に返還しても、自らの反対給
付の返還を自由に請求できないこととなっている。
ロシアの 2009 年改正倒産法は、否認権行使の特別な効果を定めている。ただし、ウズベ
キスタン倒産法の定める否認の効果の問題と同様の問題が残っている。つまり、主観的要
件が定められていない詐害行為及び偏頗行為の否認の場合、相手方が反対給付を債権弁済
順位の第 3 位で弁済を受け、主観的要件がある否認の場合には、全債権者の債権が弁済さ
れた後に、反対給付の弁済を受けることとなっている。すなわち、悪意の相手方への制裁
として、その反対給付の返還を遅らせているのである。しかし、これは公平性に反するも
のであるため、相手方がその反対給付を事由に返還できる仕組みを定める必要がある。
日本の破産法における否認権行使の効果としては、破産者が譲渡したものの破産財団へ
の返還が原則である。相手方の反対給付については、反対給付が破産財団に現存している
のであれば、その返還を請求することができる。反対給付が破産財団に現存しない場合に
は、相手方がその返還を財団債権として請求できる。また、破産者が取得した財産につい
て隠匿等の処分意思を有し、その隠匿等の処分意思について相手方が悪意である場合には、
悪意でない場合と比べて、劣後的扱いを受けることとなる。ただし、ウズベキスタン及び
ロシアの倒産法制度における否認の効果とは異なり、反対給付が破産財団に現存すれば、
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それを返還している。これが、反対給付の返還を債権弁済順位にしたがって行うウズベキ
スタン及びロシアの倒産法制度との大きな違いである。
6）否認の手続的問題
ウズベキスタン倒産法における否認権行使の一つの手続的問題は、否認権の監視及び裁
判上再生支援手続における行使に関する問題であり、現行法の下では、当該倒産手続にお
ける否認権の行使は不可能である。もう一つの手続的問題は、否認権行使の主観的要件の
証明責任に関する問題である。もちろん、現在、現行法は否認の主観的要件等を定めてい
ないが、債権者及び第三者の権利の調整手段として主観的要件が規定されたら、証明責任
の問題が発生する。否認の審理に関する問題として①否認事件の管轄裁判所、②否認権行
使の方法、及び③債権者による否認の問題がある。①の問題については、否認事件は倒産
手続外において審理されるため、当該否認事件の管轄は、経済訴訟法典及び民事訴訟法典
の一般的規定に基づいて決まる。その結果、管財人は倒産事件を審理している裁判所以外
の裁判所にも出頭する必要があり、迅速な処理が遅れる。②の否認権行使の問題は、その
行使方法が訴えによる方法に限定されていることである。抗弁による行使、日本の破産法
が定める請求による行使のような、より簡単な行使方法があれば、否認権を効率よく行使
できるようになる。③の問題は、債権者にも否認行使権が付与されていることである。こ
の問題は、債権者による否認権乱用のおそれや債権者が否認権を十分に行使できないとい
う問題である。そのため、否認行使権を管財人の権限とした方が合理的であると考えられ
る。
ロシアの倒産法制度における否認権行使の手続的な問題として、否認権行使の方法が限
られていることや他の倒産手続における否認権の適用が不可能であることが挙げられるが、
否認権を効率よく行使できるようにするためには、上述の問題を総合的に解決すべきであ
ると考えられる。
以上、ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度における否認の要件、否認権行使
の効果、否認権行使の手続的事項を比較してきた。以下では、上述の分析・比較から得た
知識に基づいて、ウズベキスタン倒産法制度への示唆について検討する。
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5.2．ウズベキスタン倒産法への示唆
本研究の目的は、ウズベキスタン倒産法における否認制度の諸問題を明確にし、その諸
問題の解決を試み、ウズベキスタン倒産法への示唆を得ることである。また、ウズベキス
タン現行倒産法における否認制度と同様のものを設けていたロシアにおいては、否認制度
が 2009 年に抜本的に改正されたが、否認の基本的類型や効果に関する問題が残っている。
そのため、ウズベキスタン倒産法への示唆を主題としつつ、ロシアの倒産法の定める否認
制度についても適宜指摘する。まず、倒産手続全体に関する示唆として倒産手続開始原因
の改正を指摘し、次に否認制度への示唆ヘ移る。
1）倒産手続開始原因と否認対象行為
上述のように、ウズベキスタン及びロシアの倒産法は、倒産手続開始原因行為としては
「一定の債権額が一定の期間内に支払われないこと（支払不能の特別類型、ウズベキスタ
ンの場合には、最低賃金の 500 倍以上の債権額が弁済期到来後の 3 ヶ月以内に弁済されな
いこと、ロシアの場合には、10 万ルーブル以上の債権額が弁済期到来後の 3 ヶ月以内に弁
済されないこと）
」を規定している。この手続開始原因行為によって、如何に債務者が倒産
手続の対象となってしまうかについて以上で既に説明した。問題は、倒産手続開始原因行
為においては、企業の規模が配慮されていないことである。その問題の解決策として、企
業の規模にあわせて倒産手続開始に必要な最低債権額の改正が考えられる。しかし、経済
主体の間で数ヶ月間の債務不履行が発生しうる。そうなると、債務を数ヶ月間弁済できな
かった経済主体に対し倒産手続を開始しやすくなり、倒産法制度が安定的な企業活動の妨
げになってしまう。一方、倒産手続開始原因を抽象的に定め、倒産事件の規模等を考慮に
入れ、倒産手続開始を個別的に判断する方法が考えられる。もちろん、これは抽象的で、
特定の債権額を定めないが、各倒産事件における債務者の事情を配慮した判断をすること
ができる。具体的な提案として、手続開始原因である「支払不能」の内容を、「弁済期が到
来した債権を一般的かつ継続的に支払うことができない状態またはそのおそれが生じる可
能性」
（以下では、支払不能等という）のように改正すべきである327。そうすることによっ
て、健全な経済主体が倒産手続の犠牲になることが防止される。
また、倒産手続開始原因を支払不能等に改正することによって、否認対象行為の時期が
明確になると思われる。つまり、支払不能が発生した時点を否認対象行為の時期の出発点
とし、その後の行われた法律行為を否認対象行為の範囲に入れるべきである。ただし、債
327

倒産手続開始原因に関するウズベキスタン倒産法の良い点は、具体的な債権額を定めており、明確であ
ることである。しかし、債務者の事業規模が配慮されていないことから、数ヶ月間の債務不履行を理由に、
大企業等に対しても倒産手続を容易に開始できる状態になっている。これは、明確に経済の発展に歯止め
をかけるものである。これに対し、日本の倒産法制度の定める倒産手続開始原因「支払不能」は抽象的で、
曖昧であるが、債務者の事業規模や経済状態等をよく調べた上で判断されるのである。以上の 2 つの方法
を比較すれば、後者の方が取引の発達や社会の変化に対応できると考えられる。

160

務者が債権者の財産権を侵害する目的で詐害行為または偏頗行為を行う場合が考えられる
ため、例外的に、支払不能発生前の法律行為の否認が設けられるべきである。この場合、
善意の相手方の権利保護の手段として否認の主観的要件が規定されれば、債権者の権利と
取引の安全の調整が可能になると考えられる。
2）否認の要件等に関する示唆
a） 詐害行為の否認に関する示唆
詐害行為の否認に関するウズベキスタン倒産法の問題について以上で説明した。それは、
①詐害行為の相手方の範囲、②詐害行為の時期、及び③主観的要件に関する問題である。
①については、利害関係人を含む全ての者を詐害行為の相手方の範囲に入れるべきと考え
られる。利害関係人が相手方である場合には、証明責任の転換等を定め、否認を成立しや
すくすることができる。また、ロシアの倒産法制度は、詐害行為の相手方の範囲を限定し
ていないため、上述の解決策は不要である。
詐害行為の時期と主観的要件の問題については、総合的に考える必要がある。否認対象
行為の基準時を｢支払不能発生時｣にし、原則としてその支払不能発生後の詐害行為を否認
すべきである。学説では、支払不能が発生した時期を「実質的危機時期」と称されている。
つまり、債務者に対して倒産手続が正式に開始されていないが328、支払不能が既に発生して
おり、またはその可能性がある場合である｡ この場合、債務者は自らが支払不能状態にあ
ることを認識しながら、財産を処分すれば、その財産処分行為は債権者の権利を侵害する
ものとなる｡そのため、支払不能が発生した、またはその確実な発生が予測される時期に入
ってからなされた債務者の行為は避妊の対象とされるべきである｡ただし、支払不能は債務
者の内部的事情であり、外からそれを知るのは困難である｡すなわち、相手方が債務者の支
払不能状態について知らなかった場合が考えられるので、その善意の相手方の権利を保護
する必要性が生じる。これは、主観的要件を定めることによって調整できる329。上述の提案
は、ウズベキスタンとロシア両国に適用できるものと考えられる。
もっとも、無償行為の否認の場合には、その詐害性が高いことから、主観的要件を設け
る必要はないと思われる。ただし、客観的要件のみで否認される詐害行為の時期を限定す

328

支払停止があったまたは破産手続の申立てがあったことは、学説では「形式的危機時期」と称されてい
る｡この段階では、債務者の倒産が明らかになっているため、この時点においてなされた行為が否認の対象
となりうることには、問題はない。
329 債務者の倒産状態について悪意である相手方の権利を保護する必要はない。その理由は、相手方が債権
者の権利が侵害されることを知りながら、行為を行ったことである｡一方、善意の相手方の権利をどこまで
保護するかという問題がある。ロシア現行倒産法では、否認の主観的要件として、｢相手方が債務者の支払
不能または債務超過について知っていたまたは知るべきであった」ことを定めているが、
「知るべきであっ
たこと」まで相手方の負担とされるのは、現実的ではない。通常、消費者の立場から見れば、相手方であ
る企業の経済状態を把握するのは不可能であり、またそれを監督する義務がないためである｡
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る必要があり、一定の期間の前になされた無償行為は、詐害行為の一般的要件下で否認さ
れるべきである。
詐害行為の否認の特則として、適正価格による財産処分行為の否認の導入も債権者の権
利保護にあたって、重要な意味を持つと考えられる。適正価格による財産の処分は、責任
財産を減少させないため、詐害性を有しない。つまり、財産の代わりに等価的な反対給付
が入っているため、債権者に損害が生じないはずである。ただし、当該行為によって、不
動産等の固定資産が隠匿しやすい金銭に変換し、債務者がその金銭を処分してしまうと、
債権者の権利が侵害される。そのため、財産の譲渡が等価的な反対給付を伴う場合でも、
債務者による処分のおそれがあることに備えて、適正価格による財産処分行為に対する否
認可能性が設けられるべきである｡この場合、行為が等価的に行われているため、相手方が
債務者の倒産状態について知りえない場合が考えられるが、相手方が悪意である場合のみ
に否認を認め、善意の相手方の権利が保護されるべきである｡
b）偏頗行為の否認に関する示唆
偏頗行為に関するウズベキスタン倒産法の問題として、①否認対象行為の範囲が限定さ
れていること、②倒産手続開始前の偏頗行為の否認が認めれれていないことについて以上
で説明した。①の解決策としては、金銭以外の債権の弁済についても、偏頗行為の否認を
認めるべきである。②の問題に関しては、偏頗行為の否認を倒産手続開始前の債務弁済行
為または担保の供与行為に適用すべきである。ただし、倒産手続開始前の全ての行為では
なく、支払不能発生後の行為に限定すべきである。この場合、善意の相手方の権利保護の
問題が出てくるため、それを主観的要件によって調整できると考えられる。
3）否認権行使の効果
否認権行使の効果に関する問題として、ウズベキスタン倒産法制度とロシアの倒産法制
度の問題は共通する。法律行為の否認の効果として、逸出した財産は倒産財団に返還され
るが、相手方の反対給付が返還されない問題がある。つまり、相手方の反対給付の返還に
関する請求が一般債権者の債権と同視されてしまい、相手方が債権弁済順位にしたがって
反対給付の返還を請求することとなる。この問題の解決策として、相手方が反対給付の返
還を自由に請求できる仕組みを定める必要がある。例えば、反対給付が倒産財団に現存す
るか否かによって以下のように調整できると思われる。
1) 反対給付が倒産財団に現存する場合、その反対給付の返還を請求すること。
2) 反対給付が倒産財団に一部現存する場合には、その現存する部分の返還を請求し、
残りの部分に基づく債権の弁済を、一般債権者の債権と比べて優先的に請求するこ
と。
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3) 反対給付が倒産財団に現存しない場合には、その反対給付に基づく債権弁済を、一
般債権者の債権と比べて優先的に請求すること。
相手方が悪意である場合には、制裁としての措置が考えられるが、反対給付の返還に関
する請求権を一般債権者の債権よりも劣後的に取り扱うのは、相手方に大きな損害をもた
らすと考えられる。否認によって法律行為が行われる以前の状態に戻されているため、そ
の反対給付をもって他の債権者の債権を弁済することは、公平性に反すると思われる。
4）否認権行使の手続的事項に関する示唆
以上、ウズベキスタン倒産法における否認権の手続的問題として、①外部管財手続や清
算手続以外の倒産手続における否認権の行使の問題、②否認事件の管轄の問題、③債権者
による否認権の行使の問題について説明した。①の問題に関しては、現行法は監視手続及
び民事再生手続における適用を認めていない。債務者の債権をより速く可能とし、債権者
の権利を効率よく保護するためには、当該倒産手続における否認権の行使を認めるべきで
ある。②の問題は、ロシアの 2009 年改正倒産法で解決された。ウズベキスタン倒産法も、
否認事件の倒産手続における審理を定めるのであれば、管財人は、倒産事件を審理する裁
判所で否認権を行使でき、否認事件が迅速かつ廉価に処理されることになる。③の問題は、
債権者による否認権の問題であるが、否認権の乱用の問題や権利を十分に行使できないと
いう問題から、債権者の否認行使権を廃止し、管財人の権限とした方が合理的であると考
えられる。
以上で、ウズベキスタン倒産法における倒産事件の開始及び否認制度の問題に関する示
唆を検討してきた。以下の｢終わりに｣では、本研究を全体的にまとめ、これからの課題に
ついて述べる。
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6．終わりに
本稿では、ウズベキスタン倒産法制度における否認権の行使に関する諸問題を、ロシア
及び日本の倒産法制度と比較しながら、分析してきた。最後に、これまでの分析により明
らかにできたこと、及び、分析により導き出した否認権の行使に関する諸問題への提案を
まとめ、否認権をめぐる倒産法制度をめぐる今後に残された課題を提示することにより、
本稿の結びとする。
本稿の分析を通して明らかになったことは、ウズベキスタン倒産法が否認の一般的事由
を定めておらず、部分的にしか規定していないということである。否認権の行使について
規定する倒産法第 103 条は 4 項からなっている。同条第１項は、ウズベキスタン民法の定
める法律行為の無効についての一般的な規定を、倒産手続において適用する可能性につい
て定める。同条第 2 項は、詐害行為の否認を、同条第 3 項は、偏頗行為の否認を、同条第 4
項は、社員の脱退に伴う持分払戻行為（いわゆる無償行為）の否認を規定している。これ
らの規定の問題点について、以下にまとめる。
まず、倒産法第 103 条第 1 項についてであるが、倒産手続開始前に法律行為が行われた
場合には、その法律行為について民法の定める無効事由または取消事由に基づき、無効ま
たは取消の可能性が発生しうるとする。ただし、その当該法律行為が倒産手続開始前に無
効または取消されないまま倒産手続に入ってしまった場合に限り、管財人は、倒産法第 103
条第１項に基づき、債務者に代わって当該法律行為の無効（取消し）を請求できるのであ
る。すなわち、平常時における債務者の無効主張（取消請求）権利を管財人が承継するこ
とになる。ただし、上述した民法の規定は、法令上の要件を満たさない等、構成上の欠如
を有する法律行為の無効を規定するものであり、日本民法の詐害行為取消権（日本民法第
424 条）のような、債権者の権利を害する（詐害行為）ことを理由に、法律行為の無効を定
めるものではない。従って、平常時に行われた法律行為は、債権者の権利を害するもので
あっても、法令上の要件を満たしている限り、無効とすることができない。このような法
律行為を平常時において無効とすることができなければ、倒産手続に入ったあとで否認で
きるであろうか。
このことは、第 103 条第 2 項の定める詐害行為の問題に該当するが、この否認の可能性
は低いと言わざるをえない。その理由は、倒産法第 103 条第 2 項が詐害行為の一般的事由
を定めていないためである。具体的には、同条第 2 項の定める詐害行為の否認の規定につ
いては、詐害行為の相手方を利害関係人に限定しているだけでなく、倒産手続開始前に行
われた詐害行為の時期を明らかにしていない、さらに詐害行為の否認の主観的要件を定め
ていないといった問題があるのである。したがって、詐害行為は平常時においてはもちろ
ん、倒産手続においても否認できず、有効のままとなる。詐害行為が有効であれば、当該
詐害行為によって逸出された債務者の財産が倒産財団に返還されず、倒産財団が増幅しな
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い。このような仕組みにより、債権者が十分な配当を受けられないまま、倒産手続が終了
してしまうという事態に陥るのである。
続いて、詐害行為の他に、特定債権者の債権を優先的に弁済することによって債権者間
の平等を侵害する偏頗行為の規定について述べる。ウズベキスタン倒産法において偏頗行
為の否認を定めているのは第 103 条第 3 項である。債務弁済行為はそもそも有効な法律行
為であるが、倒産直前に行われ、債権者間の平等を侵害するものは、偏頗行為として否認
されなければならない。しかし、ウズベキスタン倒産法では、倒産手続開始前の偏頗行為
を否認できない。その理由は、偏頗行為の否認を定める倒産法第 103 条第 3 項が、倒産手
続開始前の偏頗行為を否認の対象外としており、手続開始後の偏頗行為の否認しか定めて
いないからである。通常、倒産手続が開始された後は、債務者の財産管理処分権は、適用
される倒産手続の内容によって一定の制限を受けるか、管財人に完全に移転する。したが
って、債務者による倒産手続開始後の偏頗行為は考えられないのだが、債権弁済順位を侵
害する相殺等の例外がある。また、倒産手続開始後の偏頗行為として、倒産手続開始前に
発生した債権の弁済の保障として設定される倒産手続開始後の担保契約も挙げられる。ウ
ズベキスタン倒産法第 103 条 3 項は、上述した例のような倒産手続開始後の偏頗行為の否
認を定めているが、その一方で手続開始前の偏頗行為の否認を規定していない。例えば、
倒産手続開始の 2 週間前に、債務者が特定債権者の債権を弁済し、当該弁済行為によって
債務者の主な財産が逸出したという場合、当該弁済行為は明らかに特定債権者の債権の優
先的な取扱いとなり、偏頗行為として否認されるべきである。しかし、第 103 条 3 項は、
倒産手続開始後の偏頗行為のみを否認の対象としているため、上述した偏頗的債務弁済行
為が有効のままとなり、債権者間の平等が侵害されてしまうのである。
本稿では、ウズベキスタン法の比較対象として、ロシア法における否認権の概要を述べ
た。ロシアの 2002 年倒産法は、否認権についてウズベキスタン現行倒産法とほぼ同じ規定
を設けていた。同法第 103 条は債務者の法律行為の否認を定めており、その構成はウズベ
キスタン倒産法と同じであった。同条第１項は法律行為の無効事由を定める民法の規定の
倒産手続における適用可能性を、第 2 項は詐害行為の否認を、第 3 項は偏頗行為の否認を、
第 4 項は持分払戻行為の否認を定めるというように、条文の構成もほぼ同じであった。し
かし、両者には異なる点もある。詐害行為に関しては、ロシアの 2002 年倒産法の段階では、
ウズベキスタンの現行倒産法と同じ問題があった。つまり、詐害行為の相手方の範囲が利
害関係人に限定されており、それ以外の第三者との詐害行為の否認が不可能であった。し
かし、2009 年に改正されたロシアの倒産法は、詐害行為の相手方の範囲を利害関係人を含
む第三者にも広げ、債権者の権利と取引の安全の調整手段として否認の主観的要件を導入
している。その結果、倒産手続開始前に行われた、債務者と第三者の詐害行為の否認が可
能となり、第三者の権利が主観的要件によって保護できるようになった。一方、偏頗行為
については、ロシアの 2002 年倒産法は、倒産手続開始前の 6 ヶ月以内に行われた偏頗行為
の否認を定めていたことが、ウズベキスタン現行倒産法と異なる点である。ただし、その
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偏頗行為の相手方の権利は、当初、十分に保護されていなかったが、2009 年の改正によっ
て、倒産手続開始前の偏頗行為の否認の要件に、主観的要件が追加され、善意の第三者の
権利の保護が可能となった。2009 年の改正を経ても、ロシア現行倒産法の定める否認制度
の規定には改善の余地がある。否認対象行為の時期、否認の証明責任等の問題がいまだ残
っており、その解決がロシア法における否認制度の改正のこれからの課題である。
これらの課題の解決にあたって、日本の倒産法制度における否認制度が参考になると考
え、次に紹介した。日本の倒産法制度は、民事再生法、会社更生法や破産法等の独立した
複数の法律からなっており、それぞれの法律が債務者の行為の否認を規定している。ただ
し、否認事由や要件はそれぞれ共通するため、破産法の定める否認制度を中心に考察した。
破産法第 160 条は、詐害行為の否認を定めている。同条は 3 項からなっており、第 1 項は
詐害行為の否認、第 2 項は詐害的債務消滅行為の否認、第 3 項は無償行為の否認を規定し
ている。第 1 項は、詐害行為の否認を時期によって 2 つに分けており、すなわち、債権者
を害する目的で行われた債務者の詐害行為（相手方がその害意について悪意である場合）
の否認と、支払停止等後の詐害行為（相手方が支払停止等について悪意である場合）の否
認である。第 2 項は、詐害的債務消滅行為の否認を規定しており、目的物の価格が消滅す
る債務額を超える部分については、第 1 項の要件下で否認を認めている。第 3 項は、倒産
手続開始前の 6 ヶ月間以内に行われた無償行為の否認の規定で、他の詐害行為の類型と比
べて容易に否認できる規定となっている。
日本破産法第 161 条は、詐害行為の特則として、適正価格による財産処分行為の否認を
定めている。適正価格で売却された財産処分行為は、責任財産を減少させないため、否認
すべきではない。ただし本条では、当該売却によって破産者による対価の隠匿等の処分の
おそれが現に生じ、破産者がその隠匿等の処分意思を有し、相手方がその隠匿等の処分意
思について悪意であるという場合に限り、当該適正価格による財産処分行為が否認されう
るとする。また、相手方が内部者である場合には、その悪意の証明責任が相手方に転換す
ると規定されている。
さらに、日本の破産法第 162 条は、偏頗行為の否認を定めている。同条第 1 項は、偏頗
行為の否認を時期によって二つに分けている。第 1 項第 1 号は、支払不能または破産手続
開始申立てがあった後の偏頗行為の否認を規定しており、その主観的要件は、当該支払不
能または破産手続開始申立てがあったことについて相手方の悪意があることとする。第 1
項第 2 号は、支払不能前の 30 日以内に行われ、破産者の義務に属さない、またはその時期
が破産者の義務に属さない行為の否認を定めており、破産債権者を害することに関する相
手方の悪意を主観的要件とする。上述のように、日本の破産法は、否認の要件、否認対象
行為の時期や否認の証明責任について細かく規定しており、否認を行使するにあたって、
債権者の権利と第三者の権利の保護を適切に調整しているといえる。これは、否認権の行
使に関する諸問題を有するウズベキスタン及びロシアの倒産法制度にとって参考になると
考えられる。
166

最後に、ウズベキスタン、ロシア及び日本の倒産法制度の分析から明らかにした点に基
づき、ウズベキスタン及びロシアの倒産法制度への提案を検討した。提案は、以下のよう
にまとめる。
1) 否認対象行為の時期の出発点を｢倒産手続開始時点｣からその前の「支払停止時点」
に変更し、原則としてその支払停止後の詐害行為及び偏頗行為の否認を認めること。
2) 前述の原則の例外として、特に債権者の権利を侵害する目的で行われた、支払停止
前の詐害行為及び偏頗行為の否認を認めること。
3) 否認対象行為の相手方の権利の保護手段として、否認の主観的要件や否認権行使の
効果を明確に定めること。
4) 否認対象行為の相手方が債務者の内部者である場合、否認の証明責任の転換を規定
すること。
ウズベキスタン倒産法制度が、上述した提案にしたがって改正されれば、否認権を効率
よく行使できるようになり、債権者の権利と取引の安全の調整が可能となると考えられる。
また、本研究で取り上げた詐害行為及び偏頗行為の否認の問題の他に、債務者以外の者の
行為の否認や転得者に対する否認権行使等の問題が残っているが、それらの問題はこれか
らの研究の課題とする。
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7．ウズベキスタン及びロシアの倒産法の関連条文
7.1．関連条文
第 4 条 倒産兆候
債務者の倒産兆候は、債務者が金銭債務及び（又は）義務的支払債務を、弁済期から 3
ヶ月以内に弁済していない場合に、認められる。
第 5 条 倒産事件の審理
1) 倒産事件は、経済裁判所が審理する。
2) 法人債務者の場合においては、債権総額が低賃金の 500 倍以上である場合、個人事業者
の場合においては、債権総額が低賃金の 30 倍以上である場合、債務者に倒産兆候が存
在すれば，経済裁判所は、本法の定める場合を除き、倒産事件を開始することができる。
第 6 条 経済裁判所に対し申し立てる権利
1) 債務者の金銭債務の不履行に関連し、経済裁判所に対し債務者の倒産認定を申し立てる
権利を有するのは、債務者、債権者及び検察官である。
2) 債務者の義務的支払債務の不履行に関連し、経済裁判所に対し債務者の倒産認定を申し
立てる権利を有するのは、債務者、検察官、税務機関及びその他の全権機関である。
第 7 条 経済裁判所に対し債務者自身が申し立てる根拠
1) 債務者は、金銭債務及び（又は）義務的支払債務を、本法第 4 条の定める期間内に履行
することができないことを示す状況がある場合、経済裁判所に対し、自己の倒産認定を
申し立てることができる。
2) 法人債務者は、本法に別段の定めがある場合を除き、発起人（社員）若しくは債務者財
産の所有者の決定に基づき、又は、債務者財産の所有者が授権した機関の決定に基づき、
経済裁判所に対し、自己の倒産認定を申し立てる。
第 17 条 利害関係人
1) 法人債務者の利害関係人と認められるのは、以下の者である。
(1)

－法令の定めにより、債務者を主導する法人又は債務者に従属する法人
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(2)

－債務者の代表者、監督役員会の構成員、合議執行機関の構成員、及び、経理主
任（経理担当者）
。労働契約が、倒産事件開始前の 1 年以内に終了している場合も
含む。

(3)

－法人の発起人（社員）

2) 本法（倒産法）において、個人事業者である債務者の利害関係人と認められるのは、債
務者の妻（夫）
、直系尊属及び直系卑属、兄弟姉妹及びその卑属、妻（夫）の両親及び
兄弟姉妹と理解される。
3) 裁判所任命管財人及び債権者の利害関係人は、
本条第 1 項及び第 2 項に従い定められる。
第 45 条 倒産事件の開始
1) 裁判官は、倒産認定が申し立てられた時から 5 日以内に、申立てを受理して倒産事件を
開始するか、申立ての受理を拒否するか、又は、申立書を返却するかを判断しなければ
ならない。
2) 裁判官は、ウズベキスタン共和国経済訴訟法及び本法の定める要件を満たす申立てを受
理する。
3) 裁判官は、倒産認定の申立てを受理する場合、監視開始及び一時管財人の任命の決定を
出すことができる。
4) 経済裁判所による倒産認定の申立ての受理及び倒産事件開始の決定は、経済裁判所が、
債務者の所在地（居住地）を管轄する税務機関及びその他の全権機関、裁判執行官に対
し、送付する。法人債務者は、代表部及び支店の所在地を管轄する上記の者（機関）に
対し、倒産事件開始決定の写しを送付する義務を負う。
5) 裁判官は、本法第 5 条第 2 項の要件が満たされていない場合、倒産認定の申立ての受理
を拒否する。
6) 裁判官は、申立てが本法第 37 条ないし第 44 条の定める要件を満たさない場合、申立書
を返却する。債務者の代表者に申立義務があり、申立書に本法第 38 条の定める書面が
添付されていない場合、経済裁判所は、申立てを受理した上で、倒産事件審理の準備手
続において不足している書面を提出するよう要求する。
第 103 条

債務者の法律行為の無効

1) 外部管財開始前に債務者により行われたものを含む債務者の法律行為は、法令の定める
事由による外部管財人の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することができる。
2) 債務者が利害関係人を相手に行った法律行為は、当該法律行為の結果、債権者に損害が
生じたか、又は、生じる可能性がある場合、外部管財人の申立てに基づき、経済裁判所
が無効と認定することができる。
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3) 債務者が、倒産認定の申立ての受理後に一部の債権者又はその他のものを相手に行った
法律行為は、当該法律行為が特定の債権者の金銭的債権を優先的に弁済することとなる
場合、外部管財人又は債権者の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することがで
きる。
4) 法人債務者が、倒産手続開始後に、又は、倒産認定の申立提出前の 6 ヶ月以内に行い、
かつ、社員の脱退に伴って持分を払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、外部管
財人又は債権者の申立てに基づき、経済裁判所が無効と認定することができる。当該法
律行為により取得されたものは、すべて、債務者に返還される。この場合、社員は本法
（倒産法）第 134 条における第 6 順位を有する債権者と認定される。
第 130 条 清算用財団
1) 倒産法人の全資産は、賃借対照表に記載されているか否かにかかわらず、清算用財団の
基礎を構成する。
2) 以下の財産は、清算用財団に含まれない。
（1） －債務者の被雇用者が私的に所有している財産
（2） －債務者が、賃借権に基づき使用し、委託管理をしている財産
（3） －担保目的物。ただし、本法第 133 条第 1 項の定める場合を除く。
（4） －保管義務 45 により債務者が保管している商品
（5） －法令に基づき債務者の所有に属さないその他の財産
3) 債務者の賃借対照表に、商業目的等の他の用途では使用できない社会的及び公共的イン
フラストラクチャーが含まれている場合、清算管財人は、債務者の倒産が認定されてか
ら 1 ヶ月以内に、
当該地域の国権機関に対し、
減価償却後の価額で当該財産を譲渡する。
第 134 条 債権の弁済順位
1) 裁判費用、裁判所任命管財人の報酬支払いに関する費用、日常の公共料金及び運転資金，
並びに、債務者の財産の保険に関する費用は、順位外で支払われる。倒産事件開始後に
発生した債務者に対する請求権、及び、法令に基づく個人の生命・健康侵害の損害賠償
請求権も、順位外で弁済を受ける。
2) 第一順位で弁済されるべき請求権は、以下のとおりである。
（1） 支払文書（執行文書）を有する義務的支払債権及び金銭交付を定める支払文書（執
行文書）を有する給与支払請求権
（2） 銀行口座からの振替又は出金を定める執行文書を有する扶養料支払請求権
（3） 著作契約に基づく報酬支払請求権
（4） 犯罪行為及び行政法規違反行為に基づく個人の財産侵害の損害賠償請求権
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3) 第二順位で弁済を受けるのは、強制保険に基づく請求権、与信契約に基づく銀行の請求
権及びそのために加入した保険に基づいた請求権がある。
4) 第三順位で弁済を受けるのは、被担保債権である。
5) 第四順位で弁済を受けるのは、無担保債権である。
6) 第五順位で弁済を受けるのは、株主の請求権である。
7) 第六順位で弁済を受けるのは、残りの請求権全てである。
8) 各順位の請求権は、それに優先する順位の請求権が全額弁済された後、弁済を受ける。
9) 弁済のための資金が同順位の請求権全てを全額弁済するには不十分である場合、支払わ
れるべき額に応じて按分弁済される。
10) 終支払いの実施結果は、公報紙において、特別通知欄に公告される。
11) 債権の弁済及び倒産事件の費用の支払いの後に残った財産、及び、清算の過程において
売却されなかった財産は、清算された債務者の発起人（社員）又は財産の所有者が受け
る。
12) 財産が不十分なために弁済を受けられなかった債権は、弁済されたとみなされる。
7.2.ロシア倒産法の関連条文
1992年倒産法における否認（1992年11月19日制定）
第28条

倒産認定前になされた債務者の行為の否認

1）倒産認定前に以下の目的でなされた債務者の行為又はその債務者の名を持ってなされた
行為は、清算管財人の申立てに基づき、仲裁裁判所は無効と認定する。
（1） 以前に発せした債務について、その一部の債権者の債権を期限前に弁済する行為
で、当該行為が倒産手続開始前の6ヶ月間以内に行われ、その行為が行われた時点
で、債務者企業が事実的に倒産状態にある場合、又は、倒産手続開始前の6ヶ月間
期間の関係なく、他の債権者を害する目的で行われた債務者の行為で、当該行為
の実行から利益を受けた債権者が債務者の当該目的について知っていた場合、
（2） 債務者企業が事実的に倒産状態に陥った時点で、債務の弁済期が到来した債権者
の中から一部の債権者の債権を弁済する行為で、当該行為の当事者がその事実に
ついて知っていた場合。
同項の規定は、担保権者及び優先権を有する債権者に対し、その債務を弁済する債務
者の行為に適用されない。
2）債務者の行為が無効と認定された場合、債権者は、その行為によって受領したすべての
ものを清算財団に返還しなければならず、受領したものを現物で返還することができな
いときは、その価格を金銭で返還しなければならない。
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3）倒産手続が終了するまでに、各債権者は、同条の定める債務者の行為を仲裁裁判所で無
効認定することを、清算管財人に提案することができる。当該提案が否定された場合に
は、各債権者は相当する申立てを、自分の名を持って、仲裁裁判所に提出することがで
きる。
1998年倒産法における否認制度（1998年1月8日制定）
第78条

債務者の法律行為の否認

1）外部管財開始前に債務者により行われたものを含む債務者の法律行為は、民法法令の定
める事由による外部管財人の申立てに基づき、仲裁裁判所が無効と認定することができ
る。
2）債務者が利害関係人を相手に行った法律行為は、当該法律行為の結果、債権者に損害が
生じたか、又は、生じる可能性がある場合には、外部管財人の申立てに基づき、仲裁裁
判所が無効と認定することができる。
3）債務者が、倒産認定申立ての受理後に、又は、その前の6ヶ月間以内に一部の債権者又
はその他の者を相手に行った又は締結した法律行為は、当該法律行為が特定の債権者の
債権を優先的に弁済することとなる場合には、外部管財人又は債権者の申立てに基づき、
仲裁裁判所が無効と認定することができる。
4）法人債務者が、倒産手続開始後に、又は、その前の6ヶ月間以内に行い、社員の脱退に
伴って持分を払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、外部管財人又は債権者の申
立てに基づき、無効と認定することができる。当該法律行為によって受領された全ての
ものは債務者に返還される。この場合、社員は、第5順位を有する債権者と認定される。
2002年倒産法における否認制度（2002年10月26日制定）
第103条

債務者により行われた法律行為の否認

1）外部管財開始前に債務者により行われたものを含む債務者の法律行為は、連邦法令の定
める事由による外部管財人の申立てに基づき、裁判所（通常裁判所）、仲裁裁判所が無
効と認定することができる。
2）債務者が利害関係人を相手に行った法律行為は、当該法律行為の結果、債務者、又は、
債権者に損害が生じたか、又は、生じる可能性がある場合には、外部管財人の申立てに
基づき、裁判所、仲裁裁判所が無効と認定することができる。
3）債務者が、倒産認定の申立ての受理後に、又は、その申立提出前の6ヶ月間以内に一部
の債権者又はその他の者を相手に行った又は締結した法律行為は、当該法律行為が特定
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の債権者の債権を優先的に弁済することとなる場合、外部管財人又は債権者の申立てに
基づき、裁判所が無効と認定することができる。
4）法人債務者が、倒産認定申立ての提出前の6ヶ月間以内に行い、かつ、発起人（社員）
の脱退に伴って持分を払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、当該法律行為が、
債権者の権利及び法律上の利益を侵害することとなる場合、外部管財人又は債権者の申
立てに基づき、裁判所、仲裁裁判所が無効と認定することができる。債務者が倒産と認
定され、清算手続が開始された場合、当該発起人（社員）は第3順位の債権者と認定さ
れる。
5）法人債務者が、倒産認定の申立受理後に行い、かつ、発起人（社員）の脱退に伴って持
分を払い戻す（分配する）こととなる法律行為は、無効の法律行為である。債務者が倒
産と認定され、清算手続が開始された場合、当該発起人（社員）の債権は、すべての債
権者の債権が弁済されてから残った残除財産から弁済される。
6）本条第5項の定める無効の法律行為の無効効果適用を求める外部管財人の申立ては、連
邦法令の定める、無効の法律行為の無効効果適用の申立ての出訴期間内に提出すること
ができる。
7）本条第1項の指定する場合には、法律行為の無効認定の申立て又は無効の法律行為の無
効効果適用の申立てを、債務者の名を持って外部管財人が提出する。第2－第5項の指定
する場合には、法律行為の無効認定の申立て又は無効の法律行為の無効効果適用の申立
てを、外部管財が自らの名をもって提出する。
2009 年倒産法における否認制度（2009年4月28日制定）
第 3 条 倒産兆候
1) 個人は、金銭債務及び（又は）義務的支払金債務が弁済期から 3 か月間履行されてい
ない場合、並びに、そ の債務額が所有する財産価値を上回る場合、当該金銭債務を弁
済することができず、かつ（又は）、当該義務 的支払金債務を履行することができな
いと認められる。
2) 法人は、金銭債務及び（又は）義務的支払金債務が弁済期から 3 か月間履行されてい
ない場合、当該金銭債 務を弁済することができず、かつ（又は）、当該義務的支払金
債務を履行することができないと認められる。
3) 本条第 1 項及び第 2 項の規定は、本連邦法に別段の定めがある場合を除き適用される。
第 6 条 倒産事件の審理
1) 倒産事件は、仲裁裁判所が審理する。
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2) 本連邦法に別段の定めがある場合を除き、法人債務者に対する債権が併せて 10 万ルー
ブル以上であり、個人 債務者に対しては 1 万ルーブル以上であり、かつ、本連邦法第
3 条が定める倒産兆候があることを条件に、仲裁裁判所は、倒産事件を開始することが
できる。
3) 倒産債権者による申立て、及び、金銭債務に基づく全権機関による申立てによる倒産事
件の開始のためには、 裁判所、仲裁裁判所、又は第三者裁判所の発効した判決により
確認される債権が考慮される。全権機関の義務的支払金債権は、債務者財産から徴収す
ることについての税務機関又は関税機関の決定によ り確認される場合、倒産事件の開
始のために考慮される。
第 19 条 利害関係人
1) 本連邦法においては、以下の者が、債務者の利害関係人と認められる。
（1） 民法の定めにより、債務者を主導する法人又は債務者に従属する法人
（2） 債務者の代表者、取締役会（監督役員会）の構成員、合議執行機関の構成員、及
び、経理主任（経理担当 者）。倒産事件手続開始前の1年の間に解任されている
場合も含む。
（3） 連邦法令の定めるその他の者 本項の定める自然人と本条第 2 項の定める関係に
ある者も、債務者の利害関係人とみなされる。
2) 本連邦法においては、個人の利害関係人とは、配偶者、直系尊属及び直系卑属、兄弟姉
妹及びその卑属、並 びに、配偶者の両親及び兄弟姉妹と理解される。
3) 本連邦法の定める場合、仲裁管財人及び債権者の利害関係人とは、本条第 1 項及び第 2
項の定める手続に従 い定められる。
第61条の1

債務者の法律行為の否認

1）債務者、又は債務者のために行われた第三者の法律行為は、ロシア連邦民法典、また本
法（倒産法）の定める事由及び手続に基づき、無効と認定することができる。
2）本法の目的のため、条件付きの法律行為は、その条件が成就したときに、行われたとみ
なされる（停止条件）。
3）本章の規定は、ロシア連邦民法、労働法、家族法制度、税法、関税法、ロシア連邦訴訟
法制度、その他の法制度にしたがって発生する債務及び義務の履行を伴う法律行為の否
認に適用できる。裁判決定、又はその他の国家機関の法的文書（アクト）の履行に当た
っての行為にも、本章の規定が適用される。
第61条の2

債務者の不審な法律行為の否認（詐害行為否認）
174

1）倒産認定の申立の受理前の1年以内、又は当該申立受理後になされた債務者の法律行為
は、当該法律行為の相手方がその法律行為から発生する義務を等価的に履行しなかった
場合、債務者に現実的に不利である当該法律行為の価格又（又は）その他の条件が、比
較的同様の状況でなされる法律行為の価格又（又は）その他の条件より異なっている場
合には、仲裁裁判所が無効と認定することができる。特に、債務者によってなされた財
産の譲渡又は義務の履行の市場価格が、当該法律行為の相手方による反対義務の履行の
価格より上回る場合、当該財産の譲渡又は義務の履行が非等価的になされたものとみな
される。
2）債権者の財産的権利を侵害する目的でなされた債務者の法律行為は、当該法律行為が倒
産認定の申立の受理前の3年以内又はその受理後になされたもので、当該法律がなされ
た結果、債権者の財産的権利が侵害され、また当該法律行為の履行時において、その法
律行為の相手方が債務者の当該目的について知っていた場合には、仲裁裁判所が無効と
認定することができる。当該法律行為の相手方が、債務者の利害関係人であると認定さ
れた場合、当該相手方が、債権者の利益が侵害されること、債務者が支払不能状態又は
債務超過状態にあることを知っていた、又は知るべきであったときは、債務者の当該目
的を知っていたと推定される。当該法律行為の履行時に、債務者が支払不能であった又
は債務超過状態に陥っており、当該法律行為が無償で、又は利害関係人に対してなされ
た場合、債務者の発起人（社員）の脱出に伴うその出資を払い戻すためのものである場
合、又は以下の条件が現存する状況でなされたものである場合には、債権者の財産的権
利を侵害する目的があると推定される。
（1） 単一又は複数の相互関係のある法律行為の実現により譲渡された財産、受け取ら
れた債務又は義務の価格が、債務者の財産の貸借対照表上の価格（当該法律行為
がなされる前の最終的な財務諸表に基づく）の20％以上である場合、信用機関に
対し、その貸借対照表上の価格の10％以上である場合、
（2） 債務者がその住所又は居所を、当該法律行為を行う前に、債権者に通知せずに、
変更した場合、又はその財産を隠匿した場合、実行がロシア連邦法制度により規
定される権利を定める書類、財務諸表書類その他の会計書類を滅失又は毀損した
場合、保管及び実行義務を適切に履行しないことにより、当該書類が滅失又は毀
損された場合、
（3） 債務者が、財産の譲渡を伴う法律行為が行われた後にも、当該財産を使用又は所
有すること及び当該財産の新所有者に対し、その財産の運命の決定に関し、指示
することを続けた場合。
第61条の3

他の債権者の対し、特定の債権者に優先的取り扱いをもたらす、債務者の法律

行為の否認（偏頗行為否認）
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1）特定の債権者、その他の者に対して行った債務者の法律行為は、当該法律行為が、債務
の弁済については、他の債権者に対し特定の債権者に優先的な取り扱いをもたらす、又
はもたらす可能性がある場合には、特に以下の条件のいずれか一つが現存する場合には、
仲裁裁判所が無効と認定することができる。
（1） 当該法律行為は、その法律行為が行われる前に発生した、特定の債権者に対する
債務者又は第三者の義務の履行を保障するためのものである場合、
（2） 当該法律行為は、その法律行為が行われる前に発生した債務の弁済については、
その債権者の順位を変更する又は変更する可能性がある場合、
（3） 当該法律行為は、弁済期の到来した他の債権者の債務が弁済されていないにもか
かわらず、弁済期の到来していない特定債権者の債務の弁済をもたらす、又はも
たらす可能性がある場合、
（4） 当該法律行為は、その法律行為が行われるまでに現存していた債務の弁済につい
ては、特定の債権者に対し、ロシア連邦倒産法制度の定める債権者の順位に基づ
いてなされる取り扱いと比較すれば、優先的に取り扱うことをもたらした場合。
2）同条第1項の定める法律行為は、当該法律行為が倒産認定の申立の受理後又はその受理
前の1ヶ月以内に行われた場合には、仲裁裁判所が無効と認定することができる。
3）同条第1項の定めるもので、倒産認定申立の受理前の6ヶ月以内に行われた法律行為は、
同条第1項第2号及び第3号の定める条件が現存する場合、又は当該法律行為の相手方で
ある債権者又は第三者が支払不能状態又は債務超過状態、又はその状態があることを判
断できる状況を知っていた場合には、仲裁裁判所が無効と認定することができる。反対
事実が証明されない限り、利害関係人は、債務者が支払い不能状態又は債務超過状態に
あることを知っていたと推定される。
第61条の4

債務者の一定の法律行為の否認の特集性

1) 公開入札によって行われた法律行為は、本法の第61条の2または第61条の3に基づき、否
認することができない｡
2) 通常の経済活動における財産の譲渡および義務の受領は、譲渡される財産の価格または
受領される義務の総額が、財務諸表によって確定される債務者の総資産の1％を超えな
い額であれば、第61条の2第１項または第61条の3に基づき、否認することができない｡
3) 等価的な反対給付を伴う法律行為に基づく義務の履行行為は、本法第61条の2第2項に基
づいて否認される。
第61条の5

債務者の承継者に対する否認権の行使
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債務者の行為に対する否認は、当該債務者の相続人、普遍的な承継が定める場合には、
否認対象行為の相手方にも適用することができる｡
第61条の6

法律行為の無効認定の効果。

1) 債務者その他の第三者によって譲渡された債務者の財産、債務者の債務の弁済、また、
当該章の定める規定によって無効と認定された法律行為に基づき、捻出されたものは、
清算財団に返還される。本物を返還することができない場合には、取得者が、その取得
時点における当該財産の価値を返還すると共に、ロシア民法の不当利得から発生する債
権などを規制する規定に基づき、その価値の変更により発生した損害をも賠償しなけれ
ばならない。
2) 債務者の法律行為の履行によって、財産を受領した又はその債権が弁済された債権者は、
当該法律行為が、倒産法第61条の2第2項及び第61条の3第3項に基づいて否認され、その
受領した財産又は債権の弁済を清算財団に返還した場合、ロシアの倒産法の定める債権
弁済順位に従い、債権登録簿に登録された第3順位の債権の弁済後、弁済を受ける権利
を取得する。
3) 債務者の法律行為の履行によって、財産を受領した又はその債権が弁済された債権者は、
当該法律行為が、倒産法第61条の2第1項、第61条の3第2項及びロシア民法の定める規定
に基づいて否認され、その受領した財産又は債権の弁済を清算財団に返還した場合、ロ
シアの倒産法の定める債権弁済順位に従い、弁済を受ける権利を取得する。
4) 金銭債権の弁済、財産の譲渡やその他の義務の履行を伴う債務者の行為は、又、義務の
を消滅させるために行われるその他の法律行為は、倒産法の第61条の3に基づいて無効
と認定された場合、当該債権者に対する債務者の義務は、無効の法律行為が行われた時
点で発生する。この場合、当該義務に関する債権者の債権は、当該無効の法律行為が行
われたことと関係なく、存在するとみなされる。
法律行為が金銭債権を消滅させるために行われ、当該金銭債権が倒産手続開始申立受
理前に発生したものであれば、それは随時弁済される債権に入っておらず、債権者は破
産債権者とみなされる。当該債権は、期間内に提出され、債権登録簿に登録される債権
とみなされる。
債務者の当該義務に対する債権者の債権が、債権登録簿に記入される時、第3順位債
権者の債権の弁済が開始されていない場合、当該債権が、債務者の倒産認定・清算手続
開始に関する情報が公開されてから2ヶ月以内に提出された第3順位の債権と平等に弁
済される。
債務者の当該義務に対する債権者の債権が、債権登録簿に記入される時、第3順位債
権者の債権の弁済が終了しているのであれば、当該債権の弁済は、第3順位債権の弁済
後の残存財産から弁済される。
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第3順位債権の弁済が始まる時点において、義務を消滅させるために行われた債務者
の法律行為の否認手続が開始されており、清算管財人がそれを知っている場合、当該清
算管財人は、否認される法律行為の相手である債権者の債権を弁済するために十分な金
銭を保管しなければならない。
同項の定める規定は、同法第61条の3の定める事由に基づきて否認された法律行為の
相手の、当該法律行為のによって債務者が受領した財産又はその価格の返還に関する請
求にも適用される。
第61条の7

法律行為の否認の棄却

法律行為の効果として、債務者が受領した財産の価値が、当該法律行為の否認認定によ
って清算財団に返還されるものの価値、又、取得者が返還するものの価値を上回る場合、
仲裁裁判所は、当該法律行為の否認を棄却することができる。
第61条の8

倒産事件における法律行為の否認申立の審理の特集性。

1） 債務者の法律行為の否認申立は、当該倒産事件を審理する仲裁裁判所に提出され、倒産
手続において審理される。
2） 仲裁裁判所における否認事件の審理手続は、倒産法の定める特別規定を考慮に入れ、ロ
シア連邦仲裁訴訟法典に基づいて行われる。
3） 否認申立ての方式及び内容並びにその提起方法は、訴えの要件を定めるロシア連邦仲裁
訴訟法典の要件を満たさなければならない。原告は、債権者及び当該否認対象行為の相
手方に訴状の謄本を送達する｡
4） 否認対象行為の相手方である債権者またはその他の第三者は、否認事件の当事者である。
当該当事者は、仲裁訴訟法典が定める通常訴訟手続の当事者の訴訟上の権利を有する｡
5） 仲裁裁判所の裁判官は、原告、債務者及び否認対象行為の相手方に、否認事件の審理の
日時及び場所について通知する。
6） 否認事件を審理に基づき、仲裁裁判所は、以下の判断のいずれか一つを決定する。
（1） 法律行為の無効認定（否認）及び無効効果の適用に関する決定、
（2） 法律行為の無効認定請求の棄却に関する決定｡
法律行為の否認に関する仲裁裁判所の決定については、ロシア連邦仲裁訴訟法典第223
条第3項に基づき、意義を申し立てることができる｡
第 61 条の 9

否認申立権者
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外部管財人または清算管財人は、債務者の法律行為の否認を求め、債務者の名をもって
職権でまたは債権者集会の決議に基づき、仲裁裁判所の訴えを提起することができる｡この
場合、否認申立ての出訴期限は、倒産法の定める否認事由について、管財人が知ったまた
は知るべきであった時点から起算される。
第 131 条 破産財団
1) 債務者が破産手続開始時点で所有していた、また、破産手続において判明した債務者の
全財産は、破産財団を構成する。
2) 破産財団である債務者財産からは、取引制限が課されている財産、特定の活動の許認可
を含む債務者の個人 性に関係する財産権、及び本連邦法の定めるその他の財産は、除
外される。
担保目的物である財産は、破産財団において個別に考慮され、査定されなければならな
い。
連邦法令の定める場合、抵当権が設定された財産で、2003 年 11 月 11 日付け連邦法「抵
当有価証券につい て」（以下「抵当証券法」という。）に従い債券が発行されたもの
は、破産財団から除外され、抵当証券を所 持する債権者は、抵当証券法の定める手続
に従い弁済を受ける。
3) 破産管財人は、破産財団である財産を正確に把握するために、税理士、会計士及びその
他の専門家を依頼す ることができる。
第 134 条 債権の弁済順位
1） 共益債権は、倒産手続開始申立の受理前に発生した債権に比べて、優先的に取り扱われ、
倒産財団から順位外で弁済を受ける｡
債務者の活動の停止またはその一部の活動の停止は、環境問題その他の問題をもたらす
おそれがある場合には、その問題の防止にかかる費用も、順位外で弁済される｡
2）以下の共益債権は、破産財団から，順位外で弁済を受ける。
(1)

裁判費用、仲裁管財人及び管財人によって雇われた者の報酬に関する費用

(2)

雇用契約に基づく労働債権及び破産手続中に発生する債務者の被雇用者の給与債
権

(3)

債務者の業務遂行に必要な日常の公共料金及び操業原価

(4)

他の公益債権

一つの順位内の債権は、その債権が発生した時期に基づく順位で弁済される｡
3）公益債権に関する債権者の意義を審理し、当該意義に基づく請求を認定する際、仲裁裁
判所は、当該債権者の公益債権の額及び順位を定めることができる｡
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4）債権は、以下の順序で弁済を受ける。
(1)

第一順位－生命・健康侵害の損害賠償請求権（定期払を現在価値に引き直して）、
及び、精神的損害賠償 請求権 、

(2)

第二順位－労働契約に基づき働いている者、働いていた者の退職金及び給与債権、
並びに、知的活動の結 果に対する著者の報酬債権

(3)

第三順位－その他の債権 債務者財産により担保されている債権は、担保設定契約
の締結前に発生した第一順位及び第二順債権者を除き、他の債権者に優先して、
担保物の価値から弁済を受ける。
第三順位の債権の弁済後、倒産法第 61 条の 2 第 2 項及び第 61 条の 3 第 3 項に
基づいて否認された法律行為の相手方である債権者の債権が弁済される｡
担保権者の債権は、倒産法第 138 条の定める規定に基づき、担保目的物の換価
金から弁済される｡

5）破産手続中も業務を継続する被雇用者及び破産手続中に雇用した者への給与の支払に際
し、破産管財人は、 法令の定める控除（扶養，所得税，労働組合費，保険料等）
、及び、
連邦法令に従い雇用主が負担する支払を行わなければならない。
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