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1 　はじめに
　〔 1〕本稿の目的　　本稿は，比較法研究所における共同研究「外国民事訴
訟法研究」の一環として，早稲田大学大学院法学研究科の「倒産処理法研究」
において2012年秋学期より着手したアメリカ合衆国連邦倒産手続規則
（Federal Rules of Bankruptcy Procedure.以下，「連邦倒産手続規則」という）
の試訳である。
　手続規則の本体である連邦倒産法の規定の邦訳については，高木新二郎『ア
メリカ連邦倒産法』479頁以下（商事法務研究会・1996年）があり（1），精緻な訳
とともにその有用性は今日でもきわめて高い。他方で，連邦倒産法が規定する
手続の細部にわたる規律は連邦倒産手続規則に委ねられているところである
が，同手続規則の邦訳はこれまで完全な形ではなされてはいない。そこで，連
邦倒産手続規則全体を試訳することで連邦倒産法の全容をより詳細に明らかに
することができると考え（2），これまで早稲田大学大学院法学研究科での授業に
おいて行ってきた検討の成果を，連邦倒産手続規則の試訳という形で公表する
こととした（3）。

（ 1） 　高木682頁以下の「Ⅱ　法第11号以外の法の関連規定（抜粋）」に若干の手
続規則の邦訳が記されている。

（ 2） 　連邦倒産法の一部の訳と手続規則の日本の破産法の規定との対照について
は，竹下守夫監修・加藤哲夫＝上原敏夫＝長谷部由起子＝西澤宗英『破産法
比較条文の研究』（信山社・2014年）における米国法の部分（加藤担当）参
照。
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　本稿で試訳の対象とした連邦倒産手続規則の規定は，2014年12月の段階での
ものによることとし，原文はアメリカ合衆国連邦最高裁判所の HPから入手可
能な連邦倒産手続規則の規定（2014年12月 1日施行）（4） に依拠している（5）。な
お，併せて，ALAN N. RESNICK, HENRY. J. SOMMER & LAWRENCE. P. KING, 2015 COLLIER 

PAMPHLET EDITION, BANKRUPTCY RULES PART 2 （2015），及び，ALAN N. RESNICK, & 

HENRY J. SOMMER, 2015 COLLIER PORTABLE PAMPHLET FULL TEXT OF THE BANKRUPTCY CODE, 

FEDERAL RULES OF BANKRUPTCY PROCEDURE, AND FEDERAL RULES OF EVIDENCE （2015） を参
考とした。
　〔 2〕試訳メンバーと担当　　本稿の試訳にあたっては，この作業の当初か
ら参加している棚橋洋平（早稲田大学・法学学術院助手），中山義丸（同・大学
院法学研究科博士課程），向山純子（同・大学院法学研究科博士課程単位取得満
期退学・科目等履修生），高田明（同・大学院法学研究科法学修士・科目等履修
生），さらにはその後に参加した中本香織（同・法学学術院助手），我妻純子
（同・大学院法学研究科博士課程），蘇迪（同・大学院法学研究科博士課程），崔
廷任（同・大学院法務研究科修了・法務博士・同大学院法学研究科博士課程），
林思沛（参加当時，台湾大学大学院法学研究科修士課程・早稲田大学大学院法
務研究科交換留学生），そして，加藤が分担した。分担した規定の試訳の検討
は，全員で行うという共同作業によった。この過程では，分担した規定の試訳
とともに，試訳全体の校閲，手続規則の改正箇所の調査と確認，訳語の統一の
確認，専門用語の調査などは加藤，棚橋，中山，向山，高田が協議して行っ
た。
　〔 3〕試訳の体裁　　各規定には，読者の便宜に供するために，規則中に引
用されている連邦倒産法の規定の紹介及び解説を紙幅の許す限り脚注で付し
た。なお，2015年 1月 1日以降の改正箇所は，次号以下において必要に応じ各
ルールとの関係において触れる予定にしている。

（ 3） 　本稿は，科研費基盤研究 C（平成26年度～28年度）；MEXT KAKENHI 
Grant Number 26380136 による研究成果の一部である。本稿の共同監訳者で
ある棚橋洋平及び中山義丸は，同研究課題の研究協力者である。

（ 4） 　http://www.uscourts.gov/rules─policies/current─rules─practice─procedure.
（ 5） 　注（ 4）に掲げたアメリカ合衆国連邦最高裁判所の HPは，本稿校正中の

2015年10月 5日に最終的に閲覧した。
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2 　連邦倒産手続規則の構成
　28 U.S.C. §2075 により連邦最高裁判所に授権されている規則制定権に基づ
き，連邦最高裁判所は，連邦倒産法（11 U.S.C. Public Law 95─598）を施行する
目的で，この連邦倒産手続規則を制定している。すなわち，28 U.S.C. §2075 第
一文によれば，「連邦最高裁判所は，第11編の下での事件における令状，訴答
及び申立ての様式，並びに運用及び手続を，一般規則によって定める権限を有
する」と規定する。
　連邦倒産手続規則の編成は次のとおりであり，その規定は第1001条から第
9037条によって構成されている。なお，第1001条は，本手続規則の冒頭に単独
で置かれている。

第1001条
第Ⅰ章　�事件の開始；手続開始の申立て及び救済命令に関する手続（第

1002条〜第1021条）　（第1010条まで本号）
第Ⅱ章　�手続上の機関及び運用；通知；関係人集会；調査；選任；弁護

士及び会計士（第2001条〜第2020条）
第Ⅲ章　�請求権，並びに，債権者及び持分証券保有者への配当；計画（第

3001条〜第3022条）
第Ⅳ章　債務者；義務及び利益（第4001条〜第4008条）
第Ⅴ章　裁判所及び書記官（第5001条〜第5012条）
第Ⅵ章　倒産財団の蒐集（第6001条〜第6011条）
第Ⅶ章　対審手続（第7001条〜第7087条）
第Ⅷ章　�地方裁判所又は破産事件上訴合議体への不服申立て（第8001条〜

第8028条）
第Ⅸ章　一般規定（第9001条〜第9037条）

3　試訳表記の凡例
〔 1〕　以下の規定中で，連邦倒産手続規則の条文は「R.第○条」と表記した。
〔 2〕　以下の規定において連邦倒産法の規定が引用されている場合（原文で
‘§○ of the Code’又は単に‘§○’と表記されている場合）において，「本法
第○条」と表記した。また，各ルールの原文において連邦倒産法が‘11 USC 

§○’とされている場合には「法典第11編第○条」，裁判所構成及び司法手続
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法が‘28 USC §○’とされている場合には「法典第28編第○条」と表記した。
〔 3〕　以下の規定において，倒産手続の書式集である‘Official Forms’の訳
語は，「公定様式」と表記した。
〔 4〕　各ルールにおいて，連邦倒産手続規則全体を意味する‘these rules’が
用いられている場合には「本手続規則」と表記し，当該ルールをそのルール内
で‘this rule’としている場合には「本条」と表記した。なお，当該ルールの
中で，他のルールを引用ないし準用している場合には，それらを「R.第○条」
と表記した。
〔 5〕　規定及び用語の邦訳にあたって，次の文献を参照した。必要な範囲で次
の略語により引用を施した。
　①　高木新二郎『アメリカ連邦倒産法』（商事法務研究会・1996年）～高木
　②　福岡真之介『アメリカ連邦倒産法概説』（商事法務・2008年）～福岡
　③　 中島弘雅＝田頭章一編『英米倒産法キーワード』（弘文堂・2003年）～

中島＝田頭
　④　 ジェフ・フェリエル＝エドワード・J・ジャンガー著／米国倒産法研究

会訳『アメリカ倒産法（上巻）』（レクシスネクシス・ジャパン・2011

年）～倒産法（上）
　⑤　 ジェフ・フェリエル＝エドワード・J・ジャンガー著／米国倒産法研究

会訳『アメリカ倒産法（下巻）』（レクシスネクシス・ジャパン・2012

年）～倒産法（下）
　⑥　田中英夫編集代表『英米法辞典』（東京大学出版会・1991年）～田中
　⑦　小山貞夫編著『英米法律語辞典』（研究社・2011年）～小山
 ［加藤記］



316　　比較法学 49巻 2号

アメリカ合衆国連邦倒産手続規則

◆R. 第1001条（倒産手続規則及び公定様式の適用範囲；略称）
　連邦倒産手続規則及び公定様式は，アメリカ合衆国法典第11編の下での事件
の手続（6） を規律する。本手続規則は連邦倒産手続規則（the Federal Rules of 

Bankruptcy Procedure）といい，様式は公定倒産様式（the Official Bankruptcy 

Forms）という。本手続規則は，すべての事件及び手続の公正で，迅速で，低
廉な費用での解決を保障するよう解釈されなければならない。

第Ⅰ章　事件の開始；手続開始の申立て及び救済命令に関する手続
◆R. 第1002条（事件の開始）
（a）　申立書　　連邦倒産法の下での事件の開始を求める申立書は，裁判所書
記官に提出されなければならない。
（b）　連邦管財官への送付　　裁判所書記官は，本条（a）の規定により提出さ
れた申立書の写しを，速やかに連邦管財官に送付しなければならない。

◆R. 第1003条（債務者以外の者による手続開始の申立て）
（a）　請求権の譲渡人又は譲受人　　請求権の譲渡人又は譲受人は，その譲渡
が無条件でなされたと否とを問わず，担保その他の目的でなされたと否とを問
わず，その譲渡を証するすべての書面の写し，並びに，その請求権が事件を開
始する目的で譲渡されたものではないこと，及び，その譲渡の対価及び条件を
明らかにした署名のある陳述書を，手続開始の申立書の正本及びそれぞれの写
しに添付しなければならない。第 7章の下での清算のための事件又は第11章の
下での更生のための事件を開始する目的で，請求権を譲渡し又は取得した者
は，申立資格を有する申立人とはならない。
（b）　手続開始の申立て後における申立人の併合申立て（7）　　 3人未満の債権

（ 6） 　法典第11編は連邦倒産法である。連邦倒産法は，第 1章（一般規定），第 3
章（事件の運用），第 5章（債権者・債務者及び倒産財団），第 7章（清算），第
9章（地方公共団体の債務調整），第11章（更生），第12章（定期的な年間収入
を有する家族農業従業者又は漁業従事者の債務調整），第13章（定期的な収入
を有する個人の債務調整），第15章（補助手続及びその他の国際倒産事件）で
構成されている。
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者によってなされた債務者以外の者による手続開始の申立てに対する答弁書が
12人以上の債権者が存在することの主張を含むときは，債務者は，その答弁書
とともに，住所を記載したすべての債権者の名簿，それらが有する請求権の種
別を記載した要約陳述書，及び，その額を記載した要約陳述書を提出しなけれ
ばならない。本法第303条（b）に規定される12人以上の債権者が存在すること（8） 

が明らかであるときは，裁判所は，他の債権者に対して，手続開始の申立てに
関する審問が実施される前にその手続開始の申立てに参加する相当な機会を与
えなければならない。

◆ �R. 第1004条（パートナーシップ（9） に対する債務者以外の者による手続開始
の申立て）

　本法第303条（b）（3）（10） の規定により債務者以外の者による手続開始の申立て

（ 7） 　この併合申立ては，一部の債権者が申立てをしたが，申立債権者の頭数要
件が充足されていない場合に，その他の債権者が申立てをし，前後の申立て
を併合することで，事後的に適法な申立てを創出することを可能にする方式
である。

（ 8） 　連邦倒産法第303条（b）によれば，第 7章又は第11章の手続開始の申立て
が債務者以外の者による場合， 3人以上の債権者が有すべき請求権の総額が
15,325ドル以上（同条（b）（1）），又は，債権者の数が12人未満の場合にはその
有する請求権の総額が15,325ドル以上になる 1人又は数人の債権者（同条
（b）（2））の申立てによることとされている（なお，同条（b）（1）は，この債権
者の有する請求権の適格につき詳細に規定する）。R.第1003条（b）では，後
者による申立てがなされたがその後に12人以上の債権者の存在が明らかにな
った場合が想定されている。

（ 9） 　小山808頁によれば，‘partnership’は「複数の者が営利目的で金銭・動
産・不動産その他の財産権・労務・技術などを出資して事業を行なう契約関
係またはこれらの団体；この団体は法人格を有しない；わが国の民法上の組
合および合名会社に当たる」と定義している。連邦倒産法第101条には
‘partnership’の定義規定が置かれていないことに加えて，米国におけるパー
トナーシップの類型が日本の民法上の組合および合名会社等を含む広い概念
であることから，本稿では原文のまま「パートナーシップ」の訳語を用いる。
また，小山472頁によれば，‘partnership’の概念が多様であることを反映して，
‘general partner’については，「無限責任組合員，無限責任パートナー，無
限責任社員」と邦訳されている。同じく，連邦倒産法第101条に‘general 
partner’の定義規定が置かれていないこと，‘partnership’の概念が多様で
あることから，本稿では「ゼネラル・パートナー」の訳語を用いる。
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がなされた後においては，（ 1）その申立てをなしたパートナー又はその他の申
立人は，速やかに，申立書の写しを，申立人ではないそれぞれのゼネラル・パ
ートナーに対して送付し又は送達しなければならず，かつ，（ 2）裁判所書記官
は，速やかに，申立人でないそれぞれのゼネラル・パートナーに対して送達す
る目的で､ 召喚令状を発しなければならない。R.第1010条は，その召喚令状
の様式及び送達につき適用される。

◆R. 第1004.1条（未成年者又は行為無能力者のための手続開始の申立て）
　未成年者又は行為無能力者に一般的保護者，補佐人，後見人，又はその他同
種の受認者を含む代理人がいる場合には，その代理人は，未成年者又は行為無
能力者のために手続開始の申立てをすることができる。適正に選任された代理
人がいない未成年者又は行為無能力者については，訴訟のための近友（11） 又は
後見人は，未成年者又は行為無能力者の名において手続開始の申立てをするこ
とができる。裁判所は，債務者であるが別段に代理人がいない未成年者若しく
は行為無能力者のために訴訟のための後見人を選任しなければならず，又は，
未成年者若しくは行為無能力者を保護するその他の命令を発しなければならな
い。

◆R. 第1004.2条（第15章事件（12） における申立て）
（a）　主たる利益の中心地の申述　　本法第15章の下での外国倒産処理手続の

（10） 　連邦倒産法第303条（b）（3）は，債務者がパートナーシップである場合にお
いてそのゼネラル・パートナー等がパートナーシップについて第 7章又は第
11章の手続開始の申立てをすることができる旨を規定する。

（11） 　小山743頁は，‘next friend’を「未成年者などの行為無能力者に代わって
訴訟を起こしこれを助ける者」とし，「近友」の訳を付している。本稿でも，
この訳を用いた。

（12） 　連邦倒産法第15章は，外国倒産処理手続を補助する手続及び国際倒産事件
の処理を規律する。外国倒産処理手続の対内的効力に関して，各国の裁判所
ごとにその領域内にある資産を処理する考え方である属地主義，全債権者を
平等に扱うためにすべての資産と債務を単一の裁判所で処理する考え方であ
る普及主義，及び，本国における主たる倒産事件を捕捉するために本国以外
の国の裁判所が二次的な倒産事件を開始することを認める修正された普及主
義の考え方がある。国際連合国際商取引委員会（UNCITRAL）は，国際経済
の活発化を背景に国際倒産を扱う統一的な世界的基準の必要性を認識して，
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承認を求める申立書には，債務者が主たる利益の中心地を有している国名を記
載しなければならない。その申立書には，債務者によって開始され，債務者が
関係する，又は債務者を相手とする外国倒産処理手続が係属しているそれぞれ
の国名をも記載しなければならない。
（b）　主たる利益の中心地の申述に対する異議　　連邦管財官又は利害関係人
は，債務者の主たる利益の中心地が第15章の事件の開始を求める申立書に記載
された場所とは異なる場所であることの確定を求める申立てをすることができ
る。裁判所が別段に命じない限り，この申立ては，第15章事件の開始の承認を
求める申立ての審問のために指定された期日の前 7日を超えない期間内になさ
れなければならない。この申立書は，連邦管財官に送付されなければならず，
かつ，債務者，債務者の外国倒産処理手続を遂行する権限を認められたすべて
の個人又は機関，本法第1519条の規定により保全処分が申し立てられてい
る（13） すべての者，外国倒産処理手続の承認を求める申立書が提出された時に
債務者が当事者になっている合衆国内において係属するすべての訴訟の当事
者，及び，裁判所が指定するその他の者に送達されなければならない。

1997年に修正された普及主義にもとづく外国倒産処理手続の対内的効力およ
び並行倒産手続における協力等を対象とする国際倒産モデル法（Model law 
on Cross─Border Insolvency，以下「モデル法」という）を制定した。米国で
は，外国倒産処理手続の対内的効力に関して，連邦倒産法旧第304条により
普及主義と属地主義のバランスを図りつつ内国債権者の保護を図っていた
が，モデル法の制定に伴い，国際倒産事件におけるアメリカと他国との協調
を奨励するために，モデル法に基づく手続を Bankruptcy Abuse Prevention 
and Consumer Protection Act of 2005 の一部として制定し，1978年連邦倒産法
に第15章を新たに設けた。第15章は，外国倒産処理手続の承認及び救済，外
国裁判所及び外国管財人との協力，並びに，並行倒産手続について規定する。

（13） 　連邦倒産法第1519条は，外国倒産処理手続の承認を求める申立てがあった
ことに基づき付与される救済を規定している。同条（a）によれば，その申立
てがあった時からその申立てに係る裁判がなされるまでの間，債務者の資産
又は債権者の権利を保護する差し迫った必要がある場合に，外国管財人の申
立てにより，裁判所は，暫定的に，債務者財産に対する強制執行を停止さ
せ，合衆国内にある債務者財産の全部又は一部の管理又は換価を外国管財人
等に委ねることを命じ，債務者財産の譲渡，担保の設定その他の処分をする
権利を停止する等の救済を命じることができる。この R.第1007条（a）（4）に
いう連邦倒産法第1519条に規定する暫定的な処分を，本稿では「保全処分」
と訳すこととする。
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◆R. 第1005条（申立書の頭書）
　本法の下での事件を開始する申立書の頭書には，裁判所名，事件のタイトル
及び事件記録番号を含まなければならない。事件のタイトルには，債務者につ
いて，氏名，雇用者識別番号，社会保障番号又は個人である債務者の納税者識
別番号の末尾 4桁の番号，その他の連邦納税者識別番号，及び，手続開始の申
立ての前 8年間に使用されているその他すべての名称といった情報を含まなけ
ればならない。手続開始の申立てが債務者によってなされたものではない場合
には，その申立ては，申立人に知れている債務者によって使用されているすべ
ての名称を含まなければならない。

◆R. 第1006条（申立てに係る手数料）
（a）　一般要件　　すべての申立ては，本条（b）及び（c）に規定するところを除
き，申立てに係る手数料を納付してしなければならない。本条との関係では，
「申立てに係る手数料」とは，法典第28編第1930条（a）（1）～（a）（5）の規定によ
る申立手数料，及び，本法の下での事件の開始により裁判所書記官に納付され
るべき法典第28編第1930条（b）の規定による合衆国司法会同が定めるその他の
手数料をいう（14）。
（b）　申立手数料の分割納付　　（ 1）　申立手数料の分割納付の許可を求める
申請　債務者が分割納付によらなければ申立手数料を納付することができない
ことを記載し，適切な公定様式に定めるところにより作成された債務者の署名
がある申請書が申立書に添付されているときは，個人による自己申立ては受理
されなければならない。
　（ 2）　申請に基づく対応　債権者集会が開催される期日の前に，裁判所は，
裁判所書記官に納付すべき申立てに係る手数料を命じ，又は，分割納付の許可

（14） 　第 7章の下で開始される事件では，事件を開始しようとする者は，地方裁
判所又は倒産裁判所の書記官に245ドル（2014年現在）を納付しなければなら
ない（法典第28編第1930条（a）（1）（A））。ちなみに，第11章事件では1,167ド
ル，第13章事件では235ドル（2014年現在）を納付しなければならない（同条
（a）（1）（B））。第11章事件では，以上の額に加えて，事件が移行され又は棄
却されるかいずれか早い時期まで四半期ごとに所定の手数料を連邦管財官に
納付しなければならない（同条（a）（6））。なお，合衆国司法会同は，以上の手
数料のほかに追加して納付すべき手数料の額を定めることができる（同条
（b））。
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を与え，納付の回数，納付の額及び納付の期日を定めることができる。分割納
付の回数は 4回を超えてはならず，最終の分割納付は，手続開始の申立てから
120日内になされなければならない。裁判所は，理由があると認めるときは，
手続開始の申立てから180日内に最終の分割納付がなされることを条件として，
分割納付の期間を伸長することができる。
　（ 3）　弁護士手数料の劣後　申立てに係る手数料のすべての分割納付は，事
件に関連して債務者に役務を提供する弁護士又はその他の者に対して債務者又
は第13章の管財人が追加の支払いをなす前に，全額についてなされていなけれ
ばならない。
（c）　申立てに係る手数料納付の免除　　個人による第 7章手続開始の自己申
立ては，適切な公定様式に定めるところにより作成された法典第28編第1930条
（f）の規定による免除（15） を求める債務者の申請書がその申立書に添付されてい
るときは，手続開始の申立てとして受理されなければならない。

◆R. 第1007条（名簿，目録，陳述書及びその他の書面；提出の期限）（16）

（a）　法人の所有関係の陳述書，債権者名簿，持分証券保有者名簿，及びその

（15） 　法典第28編第1930条（f）（1）によれば，個人債務者の第 7章手続開始の申立
てに際して一定の収入要件に満たない場合で分割納付もできないことを裁判
所が認定すれば，手数料の納付を免除（waiver）することができる。

（16） 　The National Guard and Reservists Debtor Relief Act of 2008（Public Law 110
─438）（同法は，当初2011年までの時限立法とされていたが，2011年修正法・
Public Law 112─64により，さらに 4年間の延長がなされている）に基づき，
暫定 R.第7001.Ⅰ条により，R.第1007条には，「（n） 弁済資力基準から暫定
的にその適用を除外された債務者のための期間の制限，及びその債務者に対
する通知」の項が付加されている。同項（1）では，「本法第707条（b）（2）（D）
（ii）の規定により弁済資力基準の適用を暫定的に除外された個人債務者は，
暫定的な適用除外の期間が本法第707条（b）（2）の規定による申立てをするた
めの R.第1017条（e）の規定による期間内に満了するときは，本条（b）（4）の規
定により必要とされるいかなる陳述書及び計算書をも，その暫定的な適用除
外の期間が満了した後14日より遅くない時点で提出しなければならない」と
され，同項（2）では，「本法第707条（b）（2）（D）（ii）の規定により弁済資力基準
の暫定的な適用除外が本条（n）（1）の規定による事情が生じたために終了す
る場合で，かつ，債務者が本条（b）（4）の規定により必要とされる陳述書及
び計算書をこれまで提出したことがない場合においては，裁判所書記官は，
必要とされる陳述書及び計算書が本条（n）（1）の規定による期間内に提出さ
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他の名簿　　（ 1）　自己申立事件　自己申立事件においては，債務者は，公定
様式に定める目録 D，E，F，G及び Hに含まれる又は含まれるべきそれぞれ
の者の氏名及び住所を含む名簿を，手続開始の申立書とともに提出しなければ
ならない。債務者が政府機関以外の法人であるときは，債務者は，R.第7007.1

条に規定される情報（17） を含む法人の所有関係の陳述書を，手続開始の申立書
とともに提出しなければならない。債務者は，法人の所有関係の陳述書を正確
ではないものにするような事情の変更があった場合には，これを補充した陳述
書を速やかに提出しなければならない。
　（ 2）　債務者以外の者による手続開始の申立てに係る事件　債務者以外の者
による手続開始の申立てに係る事件においては，債務者は，救済命令が発せら
れた後 7日内に，公定様式に定める目録 D，E，F，G及び Hに含まれ又は含
まれるべきそれぞれの者の氏名及び住所を含む名簿を提出しなければならな
い。
　（ 3）　持分証券保有者　第11章更生事件においては，裁判所が別段に命じな

れなければならないことを，債務者に速やかに通知しなければならない」と
規定されている。

　　　ちなみに，上記規定にいう連邦倒産法第707条は，第 7章清算手続の救済
が濫用に当たると認定される場合の第 7章手続の棄却又は第11章若しくは第
13章手続への事件の移行を規定している。この「濫用」を判断する上で債務
者の月収が所定の可処分所得の額を超えるか否か（弁済資力基準）が審査され
る（同条（b）（2）（A）参照）。しかし，債務者が現在障害者であり，その負って
いる主要な債務が，債務者が軍役に服していた期間内等に生じたものである
等の事情が認められる場合（同第707条（b）（D）（i）），又は，債務者が軍役の
除隊直後540日の期間内である者，現に軍役に服している者，若しくは軍役
に服してから90日未満ではない者である場合（同条（b）（D）（ii））には，弁済資
力基準に基づいては事件を棄却せず，又は事件を移行しないことができる。
R.第1007条（n）（1）にいう「第707条（b）（2）（D）（ii）の規定により弁済資力基
準の適用を暫定的に除外された個人債務者」とは，上記の後者に該当する者
をいう。

　　　なお，この上記の（n）は，2008年12月19日に始まる日から 7年間に開始さ
れる倒産事件に適用される時限的な規定である。

（17） 　R.第7007.1条では，債務者・政府機関以外の法人が対審手続における一方
の当事者である場合には，最初の出廷，訴答書，申立書等の提出とともに
（同条（b）），その法人が発行した持分証券の10％以上を有する法人を明らか
にした陳述書，又はそのような法人が存在しない旨を記載した陳述書の提出
が求められている（同条（a））。
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い限り，債務者は，救済命令が発せられた後14日内に，それぞれの種類の持分
証券保有者の名簿であって，その保有者の氏名で登録された権利の数及び種
類，並びに，各保有者の最後に知れている住所又は営業所所在地を明らかにし
た名簿を提出しなければならない。
　（ 4）　第15章事件　本法第1515条の規定により必要とされる書面（18） に加え
て，第15章の下での外国倒産処理手続の承認を求める申立書を提出する外国管
財人は，その申立書とともに，（A）R.第7007.1条に規定される情報を含む法
人の所有関係の陳述書，及び，（B）裁判所が別段に命じない限り，債務者の
外国倒産処理手続を遂行する権限が認められているすべての個人又は機関の氏
名及び住所，債務者が申立書を提出する時点で当事者になっている合衆国内に
おいて係属している訴訟におけるすべての当事者の氏名及び住所，並びに，本
法第1519条の規定により保全処分が求められているすべての者の氏名及び住所
を含む名簿を，提出しなければならない。
　（ 5）　期間の伸長　本項により必要とされる名簿を提出する期間の伸長は，
理由を明示した申立てに基づき，かつ，連邦管財官，及び，管財人が選任され
ている場合には管財人，本法第705条の規定により選出され若しくは第1102条
の規定により選任された委員会（19），又は，裁判所が指定するその他の関係人

（18） 　連邦倒産法第1515条は，外国倒産処理手続及び救済の承認を規定してい
る。同条（b）によれば，外国倒産処理手続の承認を求める申立てには，（ 1）
その外国倒産処理手続を開始しその外国管財人を選任した決定書の謄本，
（ 2）そのような外国倒産処理手続の存在及び外国管財人の選任を確認する
外国裁判所が発行した証明書，又は（ 3）（ 1）及び（ 2）の規定による証拠を
欠く場合には，そのような外国倒産処理手続の存在及び外国管財人の存在を
裁判所に受容させるその他の証拠を添付しなければならないと規定されてい
る。さらに，同条（c）によれば，外国管財人に知られている，債務者に関係
するすべての外国倒産処理手続を明らかにした陳述書を添付しなければなら
ないとされている。なお，同条（d）第一文によれば，（b）（1）及び（2）の規定
による書面は英訳されていなければならず，同第二文によれば，裁判所は，
書面の追加がある場合には，その書面の英訳を命じることができる。

（19） 　連邦倒産法第1102条（a）（1）によれば，第11章手続（更生手続）では，連邦管
財官は無担保債権者から構成される債権者委員会を選任しなければならず，
さらに追加的に債権者委員会又は持分証券保有者委員会を選任することがで
きる。同（2）によれば，利害関係人の申立てがあれば，裁判所も必要がある
と認めるときは追加的に債権者委員会又は持分証券保有者委員会を選任する
ことができる。これら委員会の役割は，広く債権者や持分証券保有者に情報
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に対する通知に基づいてのみ，許可される。
（b）　目録，陳述書及び必要とされるその他の書面　　（ 1）　第 9章の地方公
共団体の債務調整事件における場合を除いて，債務者は，裁判所が別段に命じ
ない限り，存在する場合には適切な公定様式に定めるところにより作成された
次の目録，陳述書，及び，その他の書面を提出しなければならない。
　（A）　資産及び負債に関する目録，
　（B）　現在の収入及び支出に関する目録，
　（C）　双方未履行双務契約及び期間満了前の賃貸借契約に関する目録，
　（D）　財務状況に関する陳述書，
　 （E）　存在する場合には，手続開始の申立てがなされる前60日内に使用者か
ら債務者が受領した債務の弁済に関するすべての通知書又はその他弁済に関
する証拠の写しで，債務者の社会保障番号又は個人の納税者識別番号の下 4

桁を除いて編集し作成されたもの，及び
　 （F）　本法第521条（c）（20） の規定による種類の口座又はプログラム（21） におい
て債務者が有する権利の記録。

を提供し意見を徴することにある（連邦倒産法第1102条（b）（3）参照）。なお，
持分証券保有者委員会の選任は裁量的である。

　　　これに対して，第 7章手続（清算手続）では，連邦倒産法第705条（a）によれ
ば，債権者は債権者集会において 3人以上11人以下の債権者で構成される債
権者委員会を選出することができる。この債権者委員会は，倒産財団の管理
について管財人又は連邦管財官と協議し，管財人の職務の遂行につき勧告を
なし，さらには裁判所又は連邦管財官に対して倒産財団の管理に影響する問
題を提起することができる（連邦倒産法第705条（b）参照）。第 7章手続にお
ける債権者委員会は，第11章手続におけるそれと比べて，倒産財団の管理に
ついて単なる情報収集機関ではなく倒産財団の管理を監視する機関としての
役割を果たしている。この点では，日本の破産手続における債権者委員会と
もその役割を異にしている（日本破144条以下比較参照）。なお，第 7章手続
における債権者委員会は，実際にはあまり利用されていないとの指摘がある
（高木601頁以下，福岡76～77頁参照）。日本と同様，米国においても第 7章
手続での配当率が低い状況から債権者委員会を活用するメリットがさほど考
えられないことによろう。

（20） 　連邦倒産法第521条は債務者の倒産手続上の様々な義務を規定している。
同条（c）では，個人債務者が注（21）で述べるような教育プログラムを受ける
権利を有する場合には，個人債務者はその権利に係る記録を裁判所に提出す
ることが求められている。
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　（ 2）　第 7章事件における個人債務者は，適切な公定様式に定めるところに
より作成された本法第521条（a）の規定により必要とされる意思表明書（22） を提
出しなければならない。意思表明書の写しは，管財人及び意思表明書に氏名が
記載されている債権者に，意思表明書の提出日又は提出前に，送達されなけれ
ばならない。
　（ 3）　連邦管財官が，本法第109条（h）の規定によるクレジット・カウンセ
リング（23） に関する要件がその裁判区においては適用されないことを決定しな
い限り，個人債務者は，適切な公定様式の定めるところにより作成されたクレ
ジット・カウンセリングの要件を遵守した旨の陳述書を提出しなければなら
ず，その陳述書には次の一を含めなければならない。
　 （A）　存在する場合には，本法第521条（b）の規定（24） により必要とされる添

（21） 　ここにいう「口座又はプログラム」とは，次のようなものである。「口座」
とは，内国歳入法第530条（a）によれば，指定された信託受益者である個人が
所定の要件を充たす教育を受けるための経費を支払う目的で合衆国内におい
て設定され又は開設された信託である教育支出のための当座預金口座
（Coverdell education savings account）をいう。このような口座（の預金）は課
税所得から控除されている。また，内国歳入法第529条（a）によれば，州又は
州機関によって開設されている授業料を伴う教育プログラム（a qualified 
tuition program）の授業料経費は一定の要件のもとに課税所得から控除され
ている。連邦倒産法第521条（c）によれば，上記の内国歳入法の規定を受け
て，債務者は，これらの経費あるいは口座（その預金）に係る権利を有するこ
との記録を裁判所に提出することが求められている。

（22） 　連邦倒産法第521条（a）（2）（A）及び（B）の規定によれば，倒産財団に帰属す
る財産によって担保されている債務が存在する旨が債務者の提出した資産・
負債目録に記載されている場合には，債務者は，その財産を維持するか放棄
するか等の意思を表示しなければならない。

（23） 　連邦倒産法では，個人が倒産手続を利用する場合にはその前提として非営
利の承認された機関によるクレジット・カウンセリングを受けることが義務
付けられている。すなわち，連邦倒産法第109条（h）によれば，個人は，手
続開始の申立てをする日の前180日の期間内に，承認された非営利の家計管
理・クレジットのカウンセリング機関（その定義につき，同法第111条参照）
による個人又は集団での状況説明を受けていない場合には，原則として連邦
倒産法上の債務者の適格を有しない。

（24） 　連邦倒産法第521条（b）によれば，注（23）で述べた非営利の家計管理・ク
レジットのカウンセリング機関が発行した，同機関が債務者にサービスを提
供した証明書（同条（b）（1）），及び，同機関を通じて作成された債務弁済計
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付証明書又は債務弁済計画，
　 （B）　債務者が本法第109条（h）（1）の規定により必要とされるクレジット・
カウンセリングの説明を受けたが本法第521条（b）の規定により必要とされ
る証明書を有しないことの陳述書，
　 （C）　本法第109条（h）（3）の規定（25） による証明書，又は，
　 （D）　本法第109条（h）（4）の規定（26） による裁判所の決定を求める申立て。
　（ 4）　本法第707条（b）（2）（D）の規定が適用されない限りにおいて（27），第 7

章事件における個人債務者は，適切な公定様式の定めるところにより作成され
た現在の月収に関する陳述書を提出しなければならず，かつ，現在の月収が，
適用される州及びその世帯規模との関係において家族収入の中央値を超えてい
るときは，適切な公定様式の定めるところにより作成され，本法第707条（b）
の規定（28） により必要とされる計算書を含む情報を提出しなければならない。
　（ 5）　第11章事件における個人債務者は，適切な公定様式の定めるところに
より作成された現在の月収に関する書類を提出しなければならない。
　（ 6）　第13章事件における債務者は，適切な公定様式の定めるところにより
作成された現在の月収に関する書類を提出しなければならず，かつ，現在の月
収が，適用される州及び世帯数との関係において家族収入の中央値を超えてい
るときは，適切な公定様式の定めるところにより作成され，本法第1325条（b）

画（同条（b）（2））の裁判所への提出が義務付けられている。
（25） 　連邦倒産法第109条（h）（3）は，同条（h）（1）が適用されない例外的な場合を

規定している。
（26） 　連邦倒産法第109条（h）（4）は，債務者が精神疾患などの理由から同条（h）

（1）の適用がないことを裁判所が決定する場合を規定している。
（27） 　The National Guard and Reservists Debtor Relief Act of 2008（Public Law 110

─438）に基づき，R.第1007条（b）（4）のこの部分は，暫定 R.第7001. I条によ
り，「（A）本法第707条（b）（2）（D）（i）の規定が適用されない限りにおいて，又
は，（B）本法第707条（b）（2）（D）（ii）が適用されず，かつ，同規定により許可
される弁済資力基準からの除外が R.第1017条（e）の規定による期間を超えて
伸長されない限りにおいて」が付加されている。なお，この規定は，2008年
12月19日に始まる日から 7年間に開始される倒産事件に適用される時限的措
置である。なお，注（16）参照。

（28） 　連邦倒産法第707条（b）は，債務者によるいわゆる濫用的な第 7章手続開
始の申立てを「現在の月収」の要件を用いて排斥している。この R.第1007
条（b）（4）にいう「現在の月収」とは，連邦倒産法第707条（b）（2）に規定する
要件に照らして判定される「月収」をいう。
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（3）の規定（29） により作成された可処分所得の計算書を提出しなければならな
い。
　（ 7）　個人の家計管理に関する教育課程の提供につき承認を受けている者
が，裁判所に対して，債務者が手続開始の申立書を提出した後にその課程を修
了したことを通知していない限り，
　 （A）　第 7章事件又は第13章事件における個人債務者は，適用される適切な
公定様式の定めるところにより作成されたその課程の修了に関する陳述書を
提出しなければならず，かつ，
　 （B）　第11章事件における個人債務者は，本法第1141条（d）（3）の適用がある
場合には，その陳述書を提出しなければならない。
　（ 8）　第11章事件，第12章事件，又は第13章事件における個人債務者が，本
法第522条（q）（1）の規定による額を超える価値を有する本法第522条（p）（1）の
規定による種類の財産に関して，本法第522条（b）（3）（A）の規定による倒産財
団除外財産を主張したときは，その債務者は，本法第522条（q）（1）（A）の規定
による種類の重罪の有罪が認定されることがある手続，又は，本法第522条
（q）（1）（B）の規定による種類の債務に関して責任があると認定されることがあ
る手続が係属しているか否かに関する陳述書を提出しなければならない。
（c）　提出の期限　　自己申立事件においては，本条（b）（1），（4），（5）及び（6）
の規定により必要とされる目録，陳述書及びその他の書面は，本条（d），（e），
（f），及び（h）（30） に別段規定される場合を除いて，手続開始の申立書とともに，
又は手続開始の申立てのあった後14日内に提出されなければならない。債務者
以外の者による手続開始の申立てに係る事件においては，本条（b）（1）の規定
により必要とされる目録，陳述書及びその他の書面は，救済命令の発せられた
後14日内に債務者によって提出されなければならない。自己申立事件において
は，本条（b）（3）（A），（C）及び（D）の規定により必要とされる書面は，手続開

（29） 　連邦倒産法第1325条は個人債務者の債務調整手続における弁済計画の認可
を規定する。同条（b）（1）は，弁済計画が清算価値保障原則（同条（b）（1）（A））
及び可処分所得要件（同（B））を充足していない限り，弁済計画認可決定に対
する異議の申立てがあるときは，裁判所は計画を承認することができない旨
を規定している。R.第1007条（b）（6）は，この規定における可処分所得要件
との関係での計算書の提出を規定している。

（30） 　暫定 R.第1007. I条によれば，この部分は「本条（d），（e），（f），（h）及び
（n）」とされている。この（n）については，注（16）を参照。
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始の申立書とともに提出されなければならない。裁判所が別段に命じない限
り，本条（b）（3）（B）の規定による陳述書を提出した債務者は，（b）（3）（A）の規
定により必要とされる書面を，救済命令の発せられた後14日内に提出しなけれ
ばならない。第 7章事件においては，債務者は，本条（b）（7）の規定により必
要とされる陳述書を，本法第341条の規定による債権者集会の最初の期日の後
60日内（31） に提出しなければならず，第11章事件又は第13章事件においては，
計画又は本法第1141条（d）（5）（B）（32） 若しくは本法第1328条（b）の規定による免
責許可を求める申立てによって必要とされる最終の弁済が債務者によってなさ
れた日よりも遅くない時点で提出しなければならない。裁判所は，いつでもか
つその裁量で，本条（b）（7）の規定により必要とされる陳述書を提出する期間
を伸長することができる。債務者は，本条（b）（8）の規定により必要とされる
陳述書を，計画に基づいてなされる最終の弁済の日又は本法第1141条（d）（5）
（B），本法第1228条（b）又は本法第1328条（b）の規定による免責許可を求める申
立てをなした日以後に提出しなければならない。事件が他の章へ移行される前
に提出された名簿，目録，陳述書及びその他の書面は，裁判所が別段に指示し
ない限り，移行後の事件において提出したものとみなされる。本法第1116条
（3）に規定されるところを除いて，本条の規定により必要とされる目録，陳述
書，及びその他の書面を提出する期間の伸長は，理由を明示した申立てに基づ
き，かつ，連邦管財官，本法第705条の規定により選出され又は本法第1102条
の規定により選任された委員会，管財人，調査委員，又は裁判所が指定するそ
の他の関係人に対する通知に基づいてのみ，許可される。期間を伸長する通知
は，連邦管財官に対してなされなければならず，かつ，委員会，管財人，又
は，裁判所が指定するその他の関係人に対してなされなければならない。
（d）　第 9章の地方公共団体の債務調整事件又は第11章の更生事件における債
権額上位20位までの債権者の名簿　　本条（a）の規定により必要とされる名簿
に加えて，第 9章の地方公共団体の債務調整事件における債務者，又は自己申
立による第11章の更生事件における債務者は，手続開始の申立書とともに，適
式な公定様式に定めるところにより，債権額の上位20位までの無担保債権を有

（31） 　暫定 R.第1007. I条によれば，この部分は「45日内」とされている。
（32） 　連邦倒産法第1141条（d）（5）（B）は，第11章手続において認可された弁済計

画に従って現実になされた弁済総額が清算価値保障原則によって保障される
額を上回った段階で，裁判所は，免責を許可することができる旨を規定す
る。同法第1328条（b）も同趣旨の規定である。
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する債権者（内部者を含まない）の氏名，住所及び請求権の記載を含む名簿を提
出しなければならない。債務者以外の者による手続開始の申立てに係る第11章
の更生事件においては，債務者は，それらの名簿を本法第303条（h）の規定に
よる救済命令が発せられた日の後 2日内に提出しなければならない。
（e）　第 9 章の地方公共団体の債務調整事件における名簿　　本条（a）の規定
により必要とされる名簿は，第 9章の地方公共団体の債務調整事件において
は，債務者により，裁判所が指定する期間内に提出されなければならない。提
出された計画案が財産評価の修正を必要とし，そのため不動産に対してなされ
るべき特別査定又は特別税の査定の率が手続開始の申立てがなされた日におい
て有効とされていた比率と異なることになるときは，債務者は，不動産につき
コモン・ロー上の又は衡平法上の権原を有する，知れているそれぞれの保有者
で不利益を受ける者の氏名及び住所を記載した名簿を提出しなければならな
い。理由を明示した申立てに基づき，裁判所は，本項及び本条（a）の要件を変
更することができる。
（f）　社会保障番号の陳述書　　個人債務者は，債務者の社会保障番号を記載
した誓言された陳述書，又は債務者は社会保障番号を有していないことを明ら
かにした誓言された陳述書を提出しなければならない。自己申立事件において
は，債務者は，その陳述書を手続開始の申立書とともに提出しなければならな
い。債務者以外の者による手続開始の申立てに係る事件においては，債務者は
救済命令の発せられた日の後14日内にその陳述書を提出しなければならない。
（g）　パートナーシップ及びパートナー　　債務者であるパートナーシップの
ゼネラル・パートナーは，本条（a）の規定により必要とされる名簿，資産及び
負債の目録，現在の収入及び支出の目録，双方未履行双務契約及び期間満了前
の賃貸借契約の目録，並びに，パートナーシップの財務状況に関する陳述書を
作成して，提出しなければならない。裁判所は，ゼネラル・パートナーに対し
て，裁判所が定める期間内に個人資産及び個人負債の陳述書を提出することを
命じることができる。
（h）　手続開始の申立て後に取得され，又は発生した権利　　本法第541条（a）
（5）の規定により，債務者が財産上の権利を取得し，又は権利を取得する権原
を有することになったときには，債務者は，その情報が債務者に知られること
になった後14日内に又は裁判所が許可した伸長された期間内に，第 7章の清算
事件，第11章の更生事件，第12章の家族農業従事者の債務調整事件，又は第13

章の個人の債務調整事件において，これを補充した目録を提出しなければなら



330　　比較法学 49巻 2号

ない。本項の規定により報告することが必要とされている財産が債務者によっ
て倒産財団除外財産として主張されるときは，債務者は，補充した目録におい
て倒産財団除外財産であることを主張しなければならない。第11章事件におけ
る計画認可決定，又は第12章事件若しくは第13章事件における債務者の免責許
可決定があった後に取得された財産について目録を提出することが第11章事
件，第12章事件又は第13章事件において必要とされない場合を除いて，本項の
規定により補充した目録を提出する義務は，その事件が終了した後においても
存続する。
（i）　証券保有者（33） 名簿の開示　　裁判所は，通知をなし審問を経た上で，か
つ，理由があると認めるときは，債務者又は管財人以外の者に対して，その者
の占有又は管理の下にある，証券保有者の氏名，住所，及び保有されている証
券を記載した名簿があればそれを開示することを，命じることができる。この
名簿を占有している者は，名簿若しくはその真正な写しを作成することを求め
られ，又は，名簿に含まれている情報を閲覧又は謄写することを許可すること
若しくはその他の方法でそれらの情報を開示することを求められる。
（j）　名簿の押収　　裁判所は，利害関係人の申立てに基づき，かつ，理由が
あると認めるときは，本条の規定により提出された名簿の押収を命じることが
でき，いかなる者による閲覧をも許可することを拒絶することができる。ただ
し，裁判所は，裁判所が指定した条件に基づき，利害関係人に名簿の閲覧又は
使用を許可することができる。
（k）　債務者の懈怠を理由とする名簿，目録又は陳述書の作成　　意思表明書
を除いて，名簿，目録又は陳述書が，本条の規定により必要とされるところに
従い作成されず提出されなかったときは，裁判所は，管財人，手続開始の申立
てをなした債権者，委員会，又はその他の関係人に対して，裁判所が定める期
間内にこれらのいかなる書類をも作成して提出することを命じることができ
る。裁判所は，その決定に従ったことにより生じた費用の償還を管財費用請求
権（34） として承認することができる。

（33） 　ここにいう‘Security Holders’は，社債権者，株主等，債務者が発行した
有価証券を保有する者をいう。このような定義及び用例は，古くはWILLIAM 
ZWANZIG, BANKRUPTCY PRACTICE AND PROCEDURE WITH FORMS, 230 （1948）の記述に
散見することができる。

（34） 　「管財費用請求権」（administrative expense）とは，日本法における「財団債
権」「共益債権」に相当する。連邦倒産法第503条参照。
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（l）�連邦管財官への送付　　裁判所書記官は，本条（a）（1），（a）（2），（b），（d）
又は（h）の規定により提出されたすべての名簿，目録及び陳述書の写しを，連
邦管財官に対して速やかに送付しなければならない。
（m）　未成年者及び行為無能力者　　債権者名簿又は目録に記載された個人が
未成年者又は行為無能力者であることを債務者が知ったときは，債務者は，
R.第7004条（b）（2）の規定により未成年者又は行為無能力者を相手方とする対
審手続において令状が送達される個人に関して，その氏名，住所及び法的関係
を債権者名簿又は目録の記載に含ませなければならない。

◆R. 第1008条（申立書及び添付書類の誓言）
　すべての申立書，名簿，目録，陳述書，及びそれらの修正書面は誓言されな
ければならず，又は，法典第28編第1746条の規定（35） により宣誓によらない供
述を含んでいなければならない。

◆R. 第1009条（手続開始の自己申立書，名簿，目録及び陳述書の修正）
（a）　修正する一般的権利　　債務者は，手続開始の自己申立書，名簿，目録
及び陳述書について，事件が終了するときまでいつでも当然に，修正すること
ができる。債務者は，管財人及び修正により影響を受ける関係人に，その修正
を通知しなければならない。裁判所は，利害関係人の申立てに基づき，通知を
なし審問を経た後に，手続開始の自己申立書，名簿，目録及び陳述書の修正を
命じることができ，裁判所書記官は裁判所が指定する者にその修正を通知しな
ければならない。
（b）　意思表明書　　債務者は，意思表明書について，本法第521条（a）の規定
による期間が満了する前であればいつでも，修正することができる。債務者

（35） 　法典第28編（裁判所構成及び司法手続法）第1746条によれば，合衆国におけ
る法又はその法に従った規則，準則，決定，若しくは要件の下で，いかなる
事項も，宣誓された供述書，真実確言供述書，証書，陳述書，宣誓又は宣誓
供述書により裏付けられ，証拠とされ，確証され，又は証明されることが必
要とされ又は許されているいかなる場合にも，宣誓のない供述書，証書，真
実確言供述書又は陳述書であっても，それらの書面の記載が真実であり正確
であることを偽証罪に服して宣言する旨の記載がそれらに付記され，作成日
及び署名がある場合には，そのような事項は，同様に裏付けられ，証拠とさ
れ，確証され，又は，証明されうるとされている。 
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は，管財人及び修正により影響を受ける関係人に，その修正を通知しなければ
ならない。
（c）　社会保障番号を記載した陳述書　　債務者が R.第1007条（f）の規定によ
り提出された社会保障番号を記載した陳述書が誤っていることを知ったとき
は，債務者は，正確な社会保障番号を明らかにした修正され誓言された陳述書
を速やかに提出しなければならない。債務者は，R.第1007条（a）（1）又は（a）
（2）の規定により提出された名簿に記載されることが必要とされているすべて
の者にその修正を通知しなければならない。
（d）　連邦管財官への送付　　裁判所書記官は，連邦管財官に対し，本条（a），
（b）又は（c）の規定により作成され又は提出されたすべての修正された書面の
写しを送付しなければならない。

◆ �R. 第1010条（債務者以外の者による手続開始の申立書及び召喚令状の送
達，並びに，外国従手続（36） の承認を求める申立書の送達）

（a）　債務者以外の者による手続開始の申立書及び召喚令状の送達；外国従手
続の承認を求める申立書の送達　　債務者以外の者による手続開始の申立て，
又は外国従手続の承認を求める申立てがあったときは，裁判所書記官は，送達
のための召喚令状を速やかに発しなければならない。債務者以外の者による手
続開始の申立てがあったときは，送達は債務者に宛ててなされなければならな
い。外国従手続の承認を求める申立てがあったとき，送達は，債務者，本法第
1519条の規定により保全処分が求められた相手方，及び，裁判所が指定するそ
の他の関係人に宛ててなされなければならない。召喚令状は，R.第7004条（a）
又は（b）の規定による召喚令状及び訴状の送達の方式により，その申立書の写
しとともに送達されなければならない。送達が不能であるときは，裁判所は，
それらの召喚令状及び申立書が，受送達者である関係人の最後に知れたる住所
に宛てたそれらの写しの郵送により，かつ，裁判所が指定する方法及び様式で
少なくとも 1回の公示をすることにより，送達されることを命じることができ

（36） 　外国倒産処理手続は外国主手続と外国従手続に区分され，承認の効力など
の面で違いがある。「外国主手続」（Foreign Main Proceeding）とは，債務者が
有する主たる利益の中心地を有する国に係属する外国の倒産処理手続を意味
し（連邦倒産法第1502条（4）参照），「外国従手続」（Foreign Nonmain Proceeding）
とは，外国主手続を除く，債務者が継続的に経済活動をする事業拠点を有す
る国に係属する外国倒産処理手続を意味する（同法第1502条（5）参照）。
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る。召喚令状及び申立書は，いかなる場所においても関係人に送達することが
できる。R.第7004条（e）（37） 及び連邦民事訴訟手続規則第 4条（l）（38） の規定は，
送達が本条の規定によりなされる又はなされようとする場合に適用される。
（b）　法人の所有関係の陳述書　　法人であるそれぞれの申立人は，債務者以
外の者による手続開始の申立書とともに，R.第7007.1条の規定する情報を含む
法人の所有関係の陳述書を提出しなければならない。

 〔以下・次号〕

（37） 　R.第7004条（e）は，召喚令状が発せられた後 7日内に召喚令状及び訴状は
交付されなければならない旨を規定する。

（38） 　連邦民事訴訟手続規則第 4条は召喚令状に関する一般規定である。同条
（l）は，召喚令状の送達の証明を規定する。同条（l）によれば，送達を受ける
ことが放棄されない限り，送達の証明は裁判所に対してなされるものとし，
合衆国執行官又は副執行官による送達である場合を除いて，送達実施者の宣
誓供述書によってその証明がなされるものとする。




