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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条まで前号；第1011条～第1021
条・本号）

第Ⅱ章　�手続上の機関及び手続の運用；通知；関係人集会；調査；選
出；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　倒産財団の蒐集及び清算（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）

＊ 　以下の規定中，「削除」とあるのは，本試訳が対象としている現行連邦倒
産手続規則の基準日である2014年12月の段階で，同規則から削除されている
規定である。
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◆ �R. 第1011条（債務者以外の者による手続開始の申立てに係る事件及び国際
倒産事件における応答的訴答又は申立て）

（a）　申立てを争うことのできる者　　債務者以外の者による手続開始の申立
てに係る申立書に記載されている債務者，又は外国倒産手続を承認する手続の
開始を求める申立てに利害関係を有する者は，その手続開始の申立てを争うこ
とができる。R.第1004条の規定によるパートナーシップに対する申立てに係
る事件においては，手続開始の申立てをしていないゼネラル・パートナー，又
はゼネラル・パートナーであると主張されているがその主張を否認する者は，
その申立てを争うことができる。
（b）　防御及び異議；提出時期　　申立てに対する防御及び異議を記載した書
面は，連邦民事訴訟手続規則第12条の規定（1） による方法で提出されなければ
ならず，かつ，召喚令状が送達された後21日内に提出され，送達されなければ
ならない。ただし，裁判所が所在する州に居住していない又は所在していない
当事者又はパートナーに宛ててなされる送達が公示送達による場合は，裁判所
は答弁書を提出し送達する期間を定めなければならない。
（c）　異議申立ての効果　　連邦民事訴訟手続規則第12条（b）の規定による異
議申立書の送達は，連邦民事訴訟手続規則第12条（a）の規定（2） により許容され
るところにより，応答的訴答書を提出し送達すべき期間を伸長するものとす
る。
（d）　申立人に対する主張　　申立てをなした債権者に対する主張は，手続開

※本試訳〔 1〕及び〔 2〕は，JSPS科研費・基盤研究 C課題番号26380136の助成を
受けた成果の一部である。

（ 1） 　連邦民事訴訟手続規則第12条は，「防御及び異議申立て：提出の時期及び
方法；訴答に基づく判決を求める申立て；申立ての併合 ;防御の撤回 ;事実
審理前審問」の表題の下での規定であり，応答的訴答書の送達時期について
は，同条（a）（1）（A）─（C）に規律が存在する。

（ 2） 　連邦民事訴訟手続規則第12条（b）は，防御の提出方法につき規定する。具
体的には，「あらゆる訴答書における救済の請求に対する防御は，応答的訴
答書が必要とされる場合には，その応答的訴答書において主張されなければ
ならない。ただし，（ 1）事物管轄権の欠缺，（ 2）対人管轄権の欠缺，（ 3）裁
判地の不適切，（ 4）訴状の不備，（ 5）訴状送達の不備，（ 6）救済が付与され
る基となる請求の不記載，（ 7）（連邦民事訴訟手続規則・訳者記）第19条の規
定による当事者併合の懈怠については，当事者は異議を申し立てることによ
って自ら防御を主張することができる」と規定している。
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始の申立てを攻撃する目的を除き，答弁書において主張することができない。
（e）　その他の訴答　　裁判所が答弁書に対する再答弁書の提出を命じ，その
提出及び送達の期間を定める場合を除き，その他のいかなる訴答も許されな
い。
（f）　法人の所有関係の陳述書　　債務者以外の者による手続開始の申立て又
は外国倒産手続を承認する手続の開始を求める申立てに対して応答する者が法
人である場合には，その法人は，最初の出廷，訴答，申立て，応答，又は裁判
所に対してなされたその他の申立てとともに，R.第7007.1条の規定による情報
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。

◆R. 第1012条
削除

◆ �R. 第1013条（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ける
申立ての審問及び措置）

（a）　申立てが争われた場合　裁判所は，もっとも早い段階の実施可能な期日
において，争いのある手続開始の申立ての争点を確定した上で，速やかに救済
命令を発し，申立てを棄却し，又はその他の適切な命令を発しなければならな
い。
（b）　書面の提出がない場合　　手続開始の申立てに対して訴答又は防御を記
載したいかなる書面も R.第1011条の規定による期間内に提出されないときは，
裁判所は，その期間が満了した日の次の日又は実施可能な限り直近のその後の
日に，手続開始の申立てにおいて求められている救済命令を発しなければなら
ない。
（c）　削除

◆R. 第1014条（事件の棄却及び裁判地の変更）
（a）　事件の棄却及び移送　　（ 1）　適正な裁判地に手続開始の申立てがなさ
れた事件　適正な裁判地に手続開始の申立てがなされた場合においても，裁判
所は，所定の期間内における利害関係人の申立てにより又は職権で，申立人，
連邦管財官及び裁判所によって指定されたその他の者に対する通知に基づく審
問を経た上で，その移送が正義に適い又は当事者の便宜に適うと裁判所が認め
たときは，他の裁判地へ事件を移送することができる。
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　（ 2）　適正ではない裁判地に手続開始の申立てがなされた事件　適正ではな
い裁判地に手続開始の申立てがなされた場合には，裁判所は，所定の期間内に
おける利害関係人の申立てにより又は職権で，申立人，連邦管財官及び裁判所
によって指定されたその他の者に対する通知に基づく審問を経た上で，その事
件を，棄却し，又は，移送が正義に適い又は当事者の便宜に適うと裁判所が認
めたときは，他の裁判地に移送することができる。
（b）　同一の債務者又は関連する複数の債務者に関する複数の手続開始の申立
てが異なる裁判所になされた場合の手続　　本法の下での手続開始の申立て又
は第15章の下での承認を求める申立てが，（ 1）同一の債務者，（ 2）パートナー
シップ及び 1人又はそれを超えるそのゼネラル・パートナー，（ 3）2人又はそ
れを超えるゼネラル・パートナー，又は，（ 4）債務者及びその関連会社等につ
いて，又は，これらの者に対して，異なる裁判地においてなされた場合には，
最初になされた申立てが係属している裁判所は，正義に適い又は当事者の便宜
に適うように， 1つ又は数個の事件の手続が進められるべき 1つ又は数個の裁
判地を決定することができる。裁判所は，申立てに基づきかつ審問を経た上
で，相互に関連する事件における次の者；連邦管財官，R.第2002条（a）（3） の規
定により通知を受ける者，及び裁判所が指定したその他の者に対する通知をも
って，裁判地を決定することができる。最初になされた申立てが係属している
裁判地の裁判所は，その決定をするまで，後に申し立てられた事件の当事者が
手続を進めないことを命じることができる（4）。

（ 3） 　R. 第 2002 条は，債権者，持分証券保有者，外国管財人，国際倒産事件におい
て保全処分の対象になっている者，合衆国，連邦管財官に対する通知を定める
規定である。

（ 4） 　R.第1014条（b）（4）は，2014年に改正されている。その改正の理由につき，
Reports to the Judicial Conference, September 2013 （Released on September 1, 
2013）; http://www.uscourts.gov/rules─policies/archives/committee─reports/
reports─judicial─conference─september─2013. その R.第1014条（b）に関する解
説（Rules Appendix B─8）によれば，①裁判地の決定に関して通知を受ける必
要のある者が旧規定より拡張されていること，②改正前は，最初の申立てが
あった裁判所が裁判地の決定があるまでその係属する事件の手続を停止する
には利害関係人からの申立てが必要とされていたが，改正により，裁判所は
裁判地の決定があるまで職権で他の裁判所に係属する事件の手続を停止する
ことを命じることができることとされた。
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◆R. 第1015条（同一裁判所に係属する事件の併合又は共同管理）
（a）　同一の債務者に関する事件　　同一の債務者による，同一の債務者につ
いての，又は同一の債務者に対する， 2つ又はそれを超える手続開始の申立て
が同一裁判所において係属する場合には，その裁判所はそれら数個の事件の併
合を命ずることができる。
（b）　関連する 2 人又はそれを超える債務者に関する事件　　（ 1）夫及び妻，
（ 2）パートナーシップ及び 1人又はそれを超えるそのゼネラル・パートナー，
（ 3）2人又はそれを超えるゼネラル・パートナー，又は，（ 4）債務者及び関連
会社等により，又は，これらの者に対して， 1つの共同申立て又は 2つ若しく
はそれを超える手続開始の申立てが同一の裁判所に係属する場合には，その裁
判所はそれらの倒産財団の共同管理を命ずることができる。その決定をする前
に，裁判所は，別個の倒産財団の債権者を潜在する利害の対立から保護するこ
とを考慮しなければならない。夫及び妻のそれぞれの事件の共同管理を命じる
決定は，一方の配偶者が本法第522条（b）（2）の規定による倒産財団除外財産を
選択し，他方の配偶者が本法第522条（b）（3）の規定による倒産財団除外財産を
選択した場合には，双方が同一の倒産財団除外財産を選択したものとするため
に，いずれか一方がその選択を変更することができる相当の期間を定めなけれ
ばならない。この決定においては，それらの債務者が裁判所によって定められ
たその期間内に同一の倒産財団除外財産を選択しない限り，それらの債務者は
本法第522条（b）（2）の規定による倒産財団除外財産を選択したものとみなされ
ることを，それらの債務者に対して通知しなければならない。
（c）　適切で保護的な命令　　 1つの共同事件，又は， 2つ若しくはそれを超
える事件の併合又は共同管理の決定が本条の規定によりなされた場合には，本
法の下で当事者の権利を保護するとともに，裁判所は不要な費用及び手続の遅
延を回避できるよう命ずることができる。

◆R. 第1016条（債務者の死亡又は行為無能力）
　債務者の死亡又は行為無能力は，本法第 7章における清算事件を中止しない
ものとする。この場合には，可能な限り，あたかも死亡又は行為無能力が生じ
なかった場合と同様の方法で，倒産財団は管理され，事件は終結されるものと
する。更生事件，家族的農業従事者の債務調整事件，又は，個人の債務調整事
件が，それぞれ第11章，第12章，又は第13章の下で係属している場合で死亡又
は行為無能力が生じたときには，それらの事件を棄却することができ，又は，
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引き続き管理が可能で，かつ，それが当事者の最大の利益となる場合には，そ
れらの事件は，可能な限り，あたかも死亡又は行為無能力が生じなかった場合
と同様の方法で，進行し終結することができる。

◆R. 第1017条（事件の棄却又は移行；手続の停止）
（a）　事件の取下げ；手続の不追行又はその他の原因による事件の棄却　　本法
第707条（a）（3），本法第707条（b），本法第1208条（b）及び本法第1307条（b），並び
に，R.第1017条（b），（c）及び（e）の規定するところを除いて，R.第2002条の規
定による通知に基づく審問を経る前には，手続開始の申立てをなした者の申立
てに基づいて事件は取り下げられてはならず，手続の不追行若しくはその他の
原因によって，又は当事者の同意に基づいては，事件は棄却してはならない。
この通知との関係では，債務者は，債権者名簿が従前に提出されていない限
り，裁判所が定める期間内に，住所を記載した債権者名簿を提出しなければな
らない。債務者が債権者名簿を提出しないときは，裁判所は，債務者又はその
他の者が債権者名簿を作成し提出することを命じることができる。
（b）　申立手数料の不納付による棄却　　（ 1）　申立手数料の分割による納付
がなされなかった場合には，裁判所は，債務者及び管財人に対する通知に基づ
く審問を経た上で，事件を棄却することができる。
　（ 2）　申立手数料の全額が納付されなかったために事件が棄却され又は終結
したときは，徴収された申立手数料は，あたかも申立手数料が全額につき納付
された場合と同様の方法及び割合で配分がされなければならない。
（c）　債権者名簿，目録及び財務状況に関する陳述書を所定の期間内に提出し
なかったことを理由とする自己申立てによる第 7章事件又は第13章事件の棄
却　　裁判所は，連邦管財官によって債務者，管財人及び裁判所が指定するそ
の他の者に対して送達された通知に基づく審問を経た上で，本法第707条（a）
（3）（5） 又は本法第1307条（c）（9）の規定により，自己申立てによる第 7章事件又
は第13章事件を棄却することができる。
（d）　手続の停止　　裁判所は，R.第2002条（a）の規定（6） による通知に基づく

（ 5） 　連邦倒産法第707条（a）（3）によれば，第 7章の自己申立て事件では，債務
者が同法第521条（a）（1）所定の債務者の財務状況等を明らかにした書面の提
出を怠ったときは，裁判所は，連邦管財官の申立てに基づき事件を棄却する
ことができる。ここにいう同法第1307条（c）（9）も，同様の理由による棄却を
規定する。
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審問を経る前には，本法第305条の規定（7） による事件の棄却又は手続の停止を
してはならない。
（e）　濫用を理由とする，個人債務者の第 7章事件の棄却，又は第11章若しく
は第13章事件への移行　　裁判所は，申立てに基づき，かつ，債務者，管財
人，連邦管財官，及び裁判所が指定するその他の者に対する通知に基づく審問
を経た上でのみ，本法第707条（b）の規定による濫用を理由として，個人であ
る債務者の事件を棄却し，又は，債務者の同意を得て移行することができる。
　（ 1）　本法第704条（b）（2）の規定に別段に定めるところを除き，本法第707

条（b）又は（c）の規定による濫用を理由として事件の棄却を求める申立ては，
本法第341条（a）の規定により債権者集会として指定された最初の期日の後60日
内においてのみすることができる。ただし，その期間が満了する前になされた
申立てに基づき，裁判所が，理由があると認めて棄却を申し立てる期間を伸長
したときは，この限りではない。棄却の申立てをする当事者は，その審問にお
いて審理されるべきすべての事項を申立書に記載しなければならない。さら
に，本法第707条（b）（1）及び（3）の規定により棄却を求める申立ては，濫用を
構成すると主張されている状況を特に記載してしなければならない。
　（ 2）　審問が裁判所の職権で実施されるときは，その審問の通知は，本法第
341条の規定により債権者集会として指定された最初の期日の後60日を超えな
い期間内に債務者に送達されなければならない。その通知には，審問において
裁判所によって審理されるべきすべての事項を記載しなければならない。
（f）　棄却，移行又は停止のための手続　　（ 1）　R.第9014条（8） は，本法第706

条（a）（9），本法第1112条（a）（10），本法第1208条（a）若しくは（b）（11），又は，本法

（ 6） 　R.第2002条については，注（ 3）を参照。
（ 7） 　連邦倒産法第305条は，合衆国裁判所が裁判権行使を回避できる場合を規

定している。同条によれば，債権者及び債務者の利益が守られる場合（同条
（a）（1）参照），第15章の下で外国倒産処理手続が承認されかつ第15章の目的
に適う場合（同条（a）（2）（A）（B）参照），外国管財人が求めている場合（同条
（b）参照）には，裁判所は，通知に基づく審問を経た上で，事件を棄却し又
は手続を停止することができる。

（ 8） 　R.第9014条は，連邦倒産手続規則によって規律されていない争いのある
事項について救済を求める場合には申立てによること，救済が求められてい
る相手方当事者に審問を受ける機会が保障されることをはじめ，送達，証人
等の手続等を規定し，棄却若しくは手続の停止又は手続の移行に伴って生じ
た争いある事項をめぐる判断手続を規律する。
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第1307条（a）若しくは（b）（12） の規定による場合を除いて，事件を棄却し若しく
は停止する手続，又は，事件を他の章に移行する手続を規律する。
　（ 2）　本法第706条（a），本法第1112条（a），本法第1208条（b），又は本法第
1307条（b）の規定による移行又は棄却は，R.第9013条の規定により必要とされ
ているところに従って，裁判所に提出され，かつ，送達される申立てによらな

（ 9） 　連邦倒産法では，事件を相互に移行することができる仕組みが整備されて
いる。清算型である第 7章手続では，連邦倒産法第706条（a）によれば，債務
者が第 7章事件を第11章，第12章，又は第13章手続に移行することができ
る。これは，経済的に再生させる方向で事件を誘導する立法政策である。な
お，同条（b）によれば，利害関係人の申立てがある場合には，通知をなし審
問を経た上で，裁判所は第 7章事件を第11章手続に移行させることができ
る。また，同条（c）によれば，裁判所が第 7章事件を第12章及び第13章手続
に移行できるのは，債務者がそれを望み，又はそのような移行に同意した場
合に限られる。

（10） 　第11章手続を行ったが途中でこれを断念する場合に，債務者が第 7章手続
を受け皿として事件を移行する方式が用意されている。連邦倒産法第1112条
（a）は，（ 1）債務者が DIPとされていない限り（管財人が選任されている限
り），（ 2）その事件が債務者以外の者の手続開始の申立てによる事件でない
限り，又は（ 3）その事件が債務者の申立てによらないで第11章手続に移行さ
れた事件でない限り，債務者は第11章事件を第 7章手続に移行することがで
きる旨を規定する。なお，同条（b）によれば，利害関係人の申立てがある場
合には，通知をなし審問を経た上で，裁判所は，債権者及び倒産財団にとっ
て最も利益になると認めるときは，第11章事件を第 7章手続に移行させるこ
とができる。

（11） 　第12章手続を行ったが途中でこれを断念する場合には，連邦倒産法第1208
条（b）前段は，いかなる段階においても債務者の申立てにより，裁判所は，
第12章事件を棄却しなければならないとしている。また，同条（a）前段は，
債務者はいつでも第12章事件を第 7章手続に移行することができる旨を規定
する。なお，同条（d）によれば，利害関係人の申立てがある場合には，通知
をなし審問を経た上で，裁判所は，債務者がその事件との関係で詐欺行為を
なしたとの主張・立証に基づき，第12章事件を第 7章手続に移行させること
ができる。

（12） 　第13章手続を行ったが途中でこれを断念する場合にも，連邦倒産法第1307
条（b）前段によれば，いかなる段階においても債務者の申立てにより，裁判
所は，第13章事件を棄却しなければならないとしている。なお，同条（a）前
段によれば，債務者はいつでも第13章事件を第 7章手続に移行することがで
きるものとされる。



220　　比較法学 49巻 3号

ければならない。
　（ 3）　第12章事件又は第13章事件は，債務者が本法第1208条（a）又は本法第
1307条（a）の規定による移行のための通知を裁判所に提出した場合には，裁判
所の命令なくして移行されるものとする。その通知を提出した日は，本法第
348条（c）及び R.第1019条の規定を適用することとの関係においては，移行の
決定がなされた日とする。裁判所書記官は，通知の写しを，連邦管財官に対し
て速やかに送付しなければならない。

◆ �R. 第1018条（争いのある債務者以外の者による手続開始の申立て；争いの
ある第15章事件を開始する申立て；救済命令を取り消すための手続；対審
手続を規律する第VII 章における手続規則の適用）

　裁判所が別段に命じる場合及び本手続規則第 I章に別段の規定がある場合を
除き，第 VII章における R.第7005条，R.第7008条～R.第7010条，R.第7015

条，R.第7016条，R.第7024条～R.第7026条，R.第7028条～第7037条，R.第
7052条，R.第7054条，R.第7056条及び R.第7062条は，債務者以外の者による
手続開始の申立て又は第15章の規定による承認を求める申立てを争うすべての
手続に適用され，かつ，救済命令を取り消すためのすべての手続に適用され
る。裁判所は，第 7章におけるその他の本手続規則が同様に適用されることと
することができる。本条との関係では，本手続規則第 VII章において「対審手
続」とあるのは，「債務者以外の者による手続開始の申立て又は第15章の規定
による承認を求める申立てを争う手続」，又は「救済命令を取り消すための手
続」と読み替えられるものとする。連邦民事訴訟手続規則において「訴え」と
あるのは，「申立て」（13） と読み替えられるものとする。

◆ �R. 第1019条（第11章更生事件，第12章家族農業従事者の債務調整事件又は
第13章個人の債務調整事件から第 7章清算事件への移行）

　第11章，第12章又は第13章事件が第 7章手続に移行された場合又は再移行さ
れた場合においては：
　（1） 　名簿，在庫目録，目録及び陳述書の提出　　（A）　裁判所が別段に命

じない限り，それまでに提出された名簿，在庫目録，目録，及び，財務

（13） 　この「申立て」は，債務者以外の者による手続開始の申立て又は第15章に
基づく承認を求める申立てをいう。
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状況に関する陳述書は，第 7章事件において提出されたものとみなされ
る。これらの書面が従前に提出されなかった場合には，あたかも債務者
以外の者による申立てに基づいて当該事件が第 7章の下で継続して行わ
れるとの決定があった日に救済命令が発せられたように，債務者は R.第
1007条の規定に従わなければならない。

　　  （B）　債務者の意思表明書（14） が必要とされるときは，意思表明書は，移
行命令が発せられた日の後30日内又は債権者集会のために指定された最
初の期日のいずれか早い方の期間内に提出されなければならない。裁判
所は，書面による申立てがあった場合又は審問の際に口頭による申立て
があった場合に限って，正当な理由があると認めるときは，その期間が
満了する前に期間の伸長を許可することができる。期間の伸長の通知は，
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もなされなければならない。

　（2） 　移行後の新たな申立ての期間　　（A）　本法第707条（b）又は（c）の規定
による申立てをなすべき新たな期間，債権届出の新たな期間，免責許可
に対する異議の申立てをなすべき新たな期間，又は債務の免責対象性の
確定を得るための申立てをなすべき新たな期間の始期は，R.第1017条，
R.第3002条（15），R.第4004条（16），又は R.第4007条（17） の規定による。ただ
し，第 7章事件が第11章手続，第12章手続又は第13章手続に移行され，
その後において第 7章手続に再び移行された場合で，本法第707条（b）又
は（c）の規定による申立てをなすべき新たな期間，債権届出の新たな期
間，免責許可に対する異議の申立てをなすべき新たな期間，又は債務の
免責対象性の確定を得るための申立てをなすべき新たな期間，又は，そ
れらの伸長された期間が，当初の第 7章事件において満了していたとき
は，新たな期間は開始しない。

　　  （B）　倒産財団除外財産の主張に対する異議を申し立てる新たな期間は，
次の場合を除き，第 7章手続に移行された後において R.第4003条（b）の

（14） 　小山1062頁によれば，「債権者会議に先立って債務者から提出される，財
産のうち引き渡すものと保留したいものとを分けて申告するもの」とされて
いる。

（15） 　R.第3002条は，請求権又は権利の証拠の届出期間について規律している。
（16） 　R.第4004条は，免責許可又は不許可について規律している。
（17） 　R.第4007条は，債務の免責対象性の確定について規律している。



222　　比較法学 49巻 3号

規定（18） により始まるものとする：
　　　  （ⅰ）　第11章，第12章又は第13章の下で計画を認可した当初の決定が

なされた後 1年を超えてその事件が第 7章手続に移行された場合；又
は，

　　　  （ⅱ）　その事件が従前に第 7章において係属し，主張された倒産財団
除外財産に対する異議申立ての期間が当初の第 7章事件において満了
していた場合。

　（3） 　第 7章手続に移行される前に届出のあった請求権　　事件が移行され
る前に債権者により実際に届出のあったすべての請求権は，第 7章手続
において届出があったものとみなされる。

　（4） 　記録及び財産の引渡し　　第 7章の管財人が就任し又は第 7章の管財
人が義務を承継した後においては，第11章，第12章若しくは第13章事件
において従前に活動をしていた財産の占有を継続する債務者又は管財人
は，別段の命令がない限り，財産の占有を継続する債務者又は管財人が
占有し又は管理していた倒産財団のすべての記録及び財産を，速やかに
第 7章の管財人に引き渡さなければならない。

　（5） 　最終報告書及び手続開始の申立後に負担された債務の目録の提出
　　  （A）　第11章又は第12章事件の移行　　裁判所が別段に命じない限りに

おいて，第11章又は第12章事件が第 7章手続に移行された場合は，財産
の占有を継続する債務者，又は，債務者が財産の占有を継続する債務者
でない場合には，移行の時点で職務を遂行している管財人は，

　　　  （ⅰ）手続開始の申立てがあった後で事件が移行する前に負担された未
払債務の目録で，その請求権の各保有者の氏名及び住所の記載を含む
ものを，事件の移行があった後14日を超えない期間内に裁判所に提出
しなければならず，かつ，

　　　  （ⅱ）事件の移行があった後30日を超えない期間内に，最終報告書及び
最終計算書を裁判所に提出し，かつ，これを連邦管財官に対して送付
しなければならない。

　　  （B）　第13章事件の移行　　裁判所が別段に命じない限り，第13章事件
が第 7章手続に移行されたときは，（ⅰ）債務者は，手続開始の申立てが

（18） 　R.第4003条（b）は，倒産財団除外財産として主張されている財産の一覧表
に対する異議について規律している。
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あった後で事件が移行する前に負担された未払債務の目録で，その請求
権の各保有者の氏名及び住所の記載を含むものを，第 7章手続に移行さ
れた後14日を超えない期間内に，裁判所に提出しなければならず，かつ，
（ⅱ）管財人は，第 7章手続に移行された後30日を超えない期間内に，最
終報告書及び最終計算書を裁判所に提出し，かつ，これを連邦管財官に
対して送付しなければならない。

　　  （C）　計画認可の決定があった後における移行　　裁判所が別段に命じ
ない限り，第11章，第12章又は第13章事件が計画認可の決定があった後
に第 7章手続に移行されたときは，債務者は，次の書面を裁判所に提出
しなければならない。

　　　  （ⅰ）　 その事件が第13章手続から第 7章手続に移行され，かつ，本法
第348条（f）（2）の規定が適用されない場合を除いて，手続開始の申立て
があった後でかつ事件が移行される前に取得された財産であって，最
終報告書及び最終計算書に記載されていないものの目録，

　　　  （ⅱ）　計画認可の決定があった後で事件が移行される前に負担された
未払いの債務であって最終報告書と最終計算書に記載されていないも
のの目録，及び

　　　  （ⅲ）　手続開始の申立てがあった後で事件が移行される前に締結され
た又は引き受けられた，双方未履行双務契約又は期間満了前の賃貸借
契約の目録。

　　  （D）　連邦管財官への送付　　裁判所書記官は，R.第1019条（5）の規定に
より提出されたすべての目録の写しを，速やかに連邦管財官に送付しな
ければならない。

　（6） 　手続開始の申立てがあった後に生じた請求権；事件が移行される前に
生じた管財費用請求権；通知　　事件が移行される前に負担された管財
費用請求権の支払いの請求は，事件が移行される前に又は裁判所が定め
た期間が満了する前にそれがなされたときは，本法第503条（a）の規定に
より所定の期間内に請求があったものとする。管財費用請求権の支払い
の請求が政府機関によってなされたときは，その移行前に，又は，裁判
所が定めた期間の満了する前に若しくは手続が移行した後の180日内のい
ずれか遅い期間内に請求があったときは，所定の期間内に請求があった
ものとする。本法第348条（d）の規定（19） による種類の請求権は，R.第
3001条（a）～（d）及び R.第3002条の規定（20） により届け出ることができる。
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事件が開始された後で手続が移行する前に負担された未払債務の目録の
提出があったときは，裁判所書記官，又は裁判所が指定するその他の者
は，管財費用請求権の支払いを請求する期間を，目録に記載されている
者に通知しなければならず，また，配当を支払うための十分な財産がな
い旨の通知が R.第2002条（e）の規定（21） により郵送されていない限りで
は，本法第348条（d）の規定による種類の請求権の届出期間をも通知しな
ければならない。

　（7） 　削除

◆R. 第1020条（小規模事業者（22） の第11章更生事件）
（a）　小規模事業債務者の申述　　債務者による手続開始の申立てに係る第11

章事件においては，債務者は，手続開始の申立書において，債務者が小規模事
業債務者であるか否かを明らかに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章事件においては，債務者は，救済命令が発せら
れた後14日内に，債務者が小規模事業者であるか否かについての陳述書を提出
しなければならない。本条（c）の規定によるところを除き，その事件の小規模
事業者事件としての適格は，裁判所が債務者の陳述書が正確ではないと認定す

（19） 　連邦倒産法第348条は，手続相互の移行の効果について規律している。同
条（d）は，債務者以外の者による手続開始の申立てに基づき救済命令が発せ
られた後で事件が移行される前に倒産財団又は債務者に対して生じた請求権
は，あたかも債務者による手続開始の申立ての日より前に生じた請求権と同
様に扱う旨を規定している。

（20） 　R.第3001条（a）～（d）は，請求権の届出を規律している。R.第3002条は，
請求権又は持分権の証拠の届出を規律している。

（21） 　R.第2002条（e）は，第 7章事件において配当に充てられる財産がないこと
が財産目録から明らかである場合に，債権者集会の通知に請求権の届出が不
要であること等を記載できることを規定している。

（22） 　連邦倒産法第101条（51C）及び同条（51D）参照。同規定によれば，小規模事
業者である債務者とは，負っている担保付き債務及び無担保債務の総額が
＄2,490,925以下（訳者注：2013年 4月 1日以降に申し立てられた事件に適用
される金額）の債務者であって，商業活動又は事業活動を営んでいる者をい
う，とされている。1994年の連邦倒産法改正により，このような小規模事業
者につき手続上の特例が設けられた。改正以前には，第11章手続では負債規
模にかかわらず債権者委員会が必ず選任されなければならないこととされて
いたが，債権者委員会が選任されない事件が多かったのが実情であった。そ
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る決定をしない限り，及び，裁判所がその旨の決定をする時までは，本項の規
定による債務者の陳述書に従うものとする。
（b）　小規模事業者の申述に対する異議　　本条（c）の規定によるところを除
き，連邦管財官又は利害関係人は，本法第341条（a）の規定（23） により開催され
る債権者集会が終了した後30日を超えない期間内又は陳述書に修正があった後
30日内のいずれか遅い期間内に，本条（a）の規定による債務者の陳述書につい
て異議を申し立てることができる。
（c）　無担保債権者委員会の選任　　本法第1102条（a）（1）の規定（24） により無担
保債権者委員会が選任されたときは，裁判所が，その債権者委員会が債務者を
実効的に監督するために十分に機能せず，債権者の利益を十分に代表してこな
かったこと，及び，その債務者が小規模事業者であるためのその他すべての要
件を充たすことを確定する命令を発した場合に限り，かつ，その命令が発せら
れた時から，その事件は，小規模事業者事件として手続が進行するものとす
る（25）。本項の規定による確定を求める申立ては，債権者委員会が十分に機能
せず，債権者の利益を十分に代表しなくなった後の相当な期間内においての
み，連邦管財官又は利害関係人によってすることができる。債務者は，債権者
委員会が十分に機能しかつ債権者の利益を十分に代表してきたか否かについて
の確定を求める申立てを，いつでもすることができる。
（d）　異議申立ての手続又は小規模事業者の確定のための手続　　本条の規定

こで，このような実情に合わせて，利害関係人の申立てがあり，相当の理由
があれば，裁判所は債権者委員会を選任しないことを許可できる旨の規定
（連邦倒産法第1102条（a）（3））等が設けられ，第11章手続をより簡易迅速で費
用の低廉な手続とするよう小規模事業者に関して特則が設けられた。このよ
うな経緯につき，福岡77頁参照。本条は，以上の連邦倒産法の改正を受け
て，この特例の適用を受けるための債務者による小規模事業者の申述があっ
た場合の手続，これに対する異議の手続等を規定している。

（23） 　連邦倒産法第341条は，「債権者集会及び持分証券保有者集会」について規
定している。同条（a）は，「本法による事件の救済命令の後，相当の期間内
に，連邦管財官は，債権者集会を招集し，これを主宰しなければならない」
と規定する。

（24） 　連邦倒産法第1102条（a）（1）は，「本法第11章の救済命令の後，可及的速や
かに，連邦管財官は，無担保債権者委員会の委員を選任しなければならず，
連邦管財官が適当と認めるときは，債権者委員会委員，又は持分証券保有者
委員会委員を追加して選任することができる」と規定する。

（25） 　小規模事業者事件の手続につき，注（22）参照。
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による異議申立て又は小規模事業者の確定を求める申立ては，R.第9014条の
規定（26） により規律され，かつ，その書面は，債務者，債務者の代理人，連邦
管財官，管財人，本法第1102条の規定により選任された債権者委員会，若しく
は債権者委員会の授権を受けた代理人，又は，本法第1102条の規定により選任
される債権者委員会が選任されなかったときは，R.第1007条（d）の規定により
提出された債権者名簿に記載されている債権者，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。

◆R. 第1021条（ヘルス・ケア事業者（27） の事件）
（a）　ヘルス・ケア事業者の申述　　裁判所が別段に命じない限り，第 7章，
第 9章，又は第11章の下での手続開始の申立てが，債務者がヘルス・ケア事業
者であることを明らかにしているときは，その事件は，債務者がヘルス・ケア
事業者である事件として進行するものとする。
（b）　申立て　　連邦管財官又は利害関係人は，債務者がヘルス・ケア事業者
であるか否かを確定するための申立てをすることができる。その申立書は，連
邦管財官に送付されるとともに，債務者，管財人，本法第705条の規定により
選出され若しくは本法第1102条の規定により選任された委員会又はその授権を
受けた代理人，又は，事件が第 9章地方公共団体の債務調整事件又は第11章更
生事件であって無担保債権者委員会が本法第1102条の規定により選任されなか
ったときは，R.第1007条（d）の規定により提出された債権者名簿に記載された
債権者，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。この
申立ては，R.第9014条の規定により規律されるものとする。
 〔以下・第Ⅱ章，次号〕

（26） 　R.第9014条については，注（ 8）を参照。
（27） 　連邦倒産法第101条（27A）によれば，ヘルス・ケア事業者とは，営利・非

営利を問わず，（ⅰ）傷害，障害若しくは疾病の診断又は治療，及び，（ⅱ）外
科治療，施薬，精神科治療，産婦人科治療のための施設及びサービスを一般
大衆に提供する業務に主として従事している公的又は私的な者をいうとされ
ている。


