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3 ．自己管理手続の改正
（ 1）　改正の趣旨
　ドイツ倒産法は，その第 7編において，自己管理（Eigenverwaltung）に関
する規定を置いている（1）。自己管理の手続においては，倒産財団に属する財産
の管理処分権を債務者に残して（倒産法270条 1項 1文），倒産処理が行われる。
この点で，倒産管財人が倒産財団に属する財産の管理処分権を有する（倒産法

（ 1） 　自己管理の成立史については，次の文献を参照のこと。Wittig/Tetzlaff, vor 
§§270 bis 285, RdNr. 3 ff. in Kirchhof/Lwowski/Stürner （Hrsg.）, Münchener 
Kommentar zur Insolvenzordnung, Bd. 3, 2. Aufl., München, 2008.
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80条 1項）「通常の倒産処理手続」とは異なっている。
　倒産財団に属する財産の管理処分権を債務者に残しておく自己管理による倒
産処理の必要性は，次のように説明される。すなわち，倒産処理のためには，
会社の業務を遂行するのに債務者の知識や経験が必要不可欠であり，倒産財団
に属する財産の管理処分権を債務者に残しておく方が有益なケースが存在す
る，と（2）。しかし，この自己管理による倒産処理は，これまであまり利用され
なかった（3）。なぜなら，多くの倒産裁判所は，自己管理を利用することに非常
に慎重であったのであり（4），他方で，債務者もまた，倒産裁判所から自己管理
命令が下されることに確信を有していなかったからである（5）。その背後には，
次のような考えがあったと思われる。すなわち，「企業を倒産から守る能力が
なかった債務者に，再建または倒産財団の正義に適った配分を任せることは，
適切でない」との考えである（6）。
　このように，自己管理は倒産処理手続において影のような存在 

（Schattendasein）であった（7） が，自己管理が命じられた倒産処理手続は奏功
したと言われている（8）。自己管理には，会社再建との関係で，次のメリットが
認められていたのである。すなわち，①債務者の知識や経験が利用可能である
こと，②手続費用が節約されること，③早期の倒産処理手続開始申立てに対す
るインセンティブが債務者に付与されること，である（9）。会社再建の促進を目

（ 2） 　Bork, Einführung in das Insolvenzrecht, 7. Aufl., Tübingen, 2014, RdNr. 464.
（ 3） 　その統計は， 次の文献を参照のこと。 Brinkmann/Zipperer, Die Eigenverwaltung 

nach dem ESUG aus Sicht von Wissenschaft und Praxis, ZIP 2011, S. 1337 
（Anm. 2）.

（ 4） 　裁判所だけでなく，倒産管財人の側もまた，自己管理に否定的であった
（Vallender, Eigenverwaltung in neuem Gewand, GmbHR 2012, S. 446）。

（ 5） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 17.
（ 6） 　ディーター・ライポルド（山本弘【訳】）「ドイツとヨーロッパの新しい倒

産法」日独法学20号（2002）174頁。ドイツでは，「猫に鰹節の番をさせる
（den Bock zum Gärter machen）」との比喩が一般に用いられている（Bork, a 
a O. （Fn. 2）, RdNr. 466）。

（ 7） 　Göb, Das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen 
（ESUG）, NZG 2012, S. 376; Hirte/Knof/Mock, Das neue Insolvenzrecht nach 

dem ESUG, München, 2012, S. 53.
（ 8） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 19.
（ 9） 　Jaffé, Die Eigenverwaltung im System des Restrukturierungsrechts, ZHR 

2011, S. 42ff.
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的とする ESUGでは，これらのメリットが考慮され，自己管理による会社再
建の促進もその目的の一つとされたのである。そして，これまで例外
（Ausnahme）とされてきた自己管理が，通常（Regel）に，つまり「通常の倒
産処理手続」として位置づけられたのである（10）。この関係で，まず自己管理
に対するアクセスを容易にすることが目指され，倒産法の改正がなされている
（これまでの自己管理は，債務者にとって利用しやすい制度ではなかった。その詳細
は下記（ 2）で解説する）（11）。
　また，倒産処理手続による早期の再建につき，さらなるインセンティブを債
務者に与えるために，シュッツシルム手続（Schutzschirmverfahren）が新た
に設置された（12）。そこで，以下では，自己管理に対するアクセスの緩和策及
び，新設されたシュッツシルム手続（下記（ 3））を中心に解説する。

（ 2）　自己管理に対するアクセスの緩和
　ESUGでは，自己管理による会社再建の促進が図られ，その目的達成のため
に，自己管理に対するアクセスの緩和が目指された。なぜなら，これまでの自
己管理は，以下のような問題点があり，債務者にとって利用しやすい制度では
なかったからである。
　① 債務者が自己管理を求める場合には，倒産処理手続開始の申立てと共に，
その申立てがなされるが，倒産裁判所が自己管理の申立てを拒んだ場合，
通常の倒産処理手続が開始することになる。すなわち，倒産財団に属する
財産の管理処分権は倒産管財人に移転し（倒産法80条 1項），債務者は管理
処分権を失うことになる。

　② 債務者が自己管理を求めているにもかかわらず，倒産開始手続における一
般規定の適用（倒産法270条 1項 2文）との関係で，従前は，倒産開始手続
において，債務者の財産につき管理処分権を有する，いわゆる「権限の強
い仮の倒産管財人」（倒産法22条 1項）が選任されるおそれが存在した。

　③ 債権者が倒産処理手続の開始を申し立てたときは，その債権者が，自己管
理を求める債務者の申立てに同意していなければならなかった（倒産法
270条 2項旧 2号）。

（10） 　Brinkmann/Zipperer, aaO. （Fn. 3）, S. 1343; Göb, aaO. （Fn. 7）, S. 376.
（11） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 17.
（12） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 19. なお，後掲注（41）も参照のこと。
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　④ 倒産法270条 2項旧 3号は，自己管理命令を発令するための実体要件とし
て，次のことを定めていた。すなわち，自己管理の命令が手続の遅延また
は債権者にとってその他の不利益を生じさせないことが諸事情から予測さ
れうるということである。そして，この要件が存在するのかについて倒産
裁判所が確信を得られない場合には，自己管理・命令の発令は拒まれたの
である。

　⑤ 倒産裁判所が自己管理を求める債務者の申立てを拒んだが，その後の第一
回債権者集会が自己管理を申し立てたときには，倒産裁判所は自己管理を
命じることになる。しかし，従前は，そのために，倒産処理手続の開始前
に自己管理を求める債務者の申立てが法文上要求されており（倒産法271条
旧 1文），これに従う見解も存在した。また，事後命令を求める申立ては，
「第一回」債権者集会に限定されていた。

　そこで，ESUGによって，上記問題点の改正が試みられたのである。すなわ
ち，倒産処理手続開始申立ての取下げの機会が債務者に付与され（上記①に対
応），倒産開始手続における債務者に対する一般的処分禁止命令等が見合わさ
れることになり（上記②に対応），自己管理に対する債権者の同意が不要になり
（上記③に対応），自己管理命令の発令要件としての不利益要件が修正され（上
記④に対応），事後の自己管理命令を発令するための要件が明確にされ，また
第一回債権者集会の後においても，事後命令を求める申立てが可能になった
（上記⑤に対応）。以下では，これらの改正点を解説する。
1 ）　倒産処理手続開始申立ての取下げの機会の付与（倒産法270a 条）

　債務者が自己管理を求める場合には，倒産処理手続開始の申立てと共に，自
己管理の申立てがなされる。しかし，これが自己管理手続を求める申立てが抑
制される要因になっていた。なぜなら，倒産裁判所が自己管理の申立てを拒ん
だ場合，通常の倒産処理手続が開始することになり，倒産財団に属する財産の
管理処分権は倒産管財人に移転し（倒産法80条 1項），債務者は管理処分権を失
うことになるからであった（13）。従前，これを恐れて，債務者は自己管理によ
る再建を敬遠していたと言われている（14）。そこで，ESUGによって，倒産処

（13） 　通説によれば，自己管理命令の発令を条件に付して倒産手続の開始を求め
る申立てをすることは，認められていなかった（Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, 
§270, RdNr. 17; Haas/Kahlert, §87, RdNr. 3 in Gottwalt, Insolvenzrechts─
Handbuch, 4. Aufl., München, 2010; Andres, §270, RdNr. 3 in Andres/Leithaus, 
Insolvenzordnung Kommentar, 2. Aufl., München, 2011）。
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理手続開始の決定前に，倒産処理手続開始の申立てを取り下げる機会が，債務
者に付与されることになった。これが，倒産法270a条 2項である。すなわち，
支払不能のおそれがある場合に，債務者が倒産処理手続開始の申立てを行い，
かつ自己管理を申し立てたが，倒産裁判所が自己管理の発令要件は充足しない
ものと考えるときには，裁判所はその疑念を債務者に報告し，開始決定前に開
始申立てを取り下げる機会を債務者に与えなければならないとしたのである
（支払不能に陥った状態で，これらの申立てをした場合には，取下げの機会は与えら
れない）（15）。
　なお，ある債務者が，支払不能のおそれに加えて債務超過の状態にあり，か
つ倒産申立義務（倒産法15a条）を負う場合には，その債務者については，倒
産法270a条による開始申立ての取下げは奏功しない（16）。
2 ）　�倒産開始手続における債務者に対する一般的処分禁止命令等の回避
（倒産法270a 条）

　倒産開始手続における一般規定の適用（倒産法270条 1項 2文）との関係で，従
前は，自己管理を求めている債務者に対して，いわゆる「権限の強い仮の倒産
管財人（vorläufiger Insolvenzverwalter）」が選任されるおそれが存在した。つ
まり，一般的処分禁止命令によって権限の強い仮の倒産管財人が選任される
と，債務者からその管理処分権が剥奪されるのであり（倒産法22条 1項），これ
を債務者が恐れたのである（17）。それに加えて，これを認めると，債務者と取
引している相手方の信頼や，再建に対する債務者の意向が損なわれることにな

（14） 　Römermann, Neues Insolvenz─und Sanierung durch ESUG, NJW 2012, S. 
649.

　　　なお，自己管理による再建を望んでいる債務者は，自己管理が認められな
いのであれば，裁判外での再建を目指していると言われている（BT─
Drucks. 17/5712, S. 39f.）が，倒産法270a条 2項により取下げの機会が付与さ
れることで，裁判外において再建を目指す可能性が生じてくる （Landfermann, 
Das neue Unternehmenssanierungsgesetz （ESUG） （teil 2）, WM 2012, S. 871; 
Willemsen/Rechel, Kommentar zum ESUG, Frankfurt, 2012, §270a, RdNr. 12）。

（15） 　また，これによって債務者による早期の倒産手続開始申立てを促進させよ
うとしている（Brinkmann/Zipperer, aaO. （Fn. 3）, S. 1343; Göb, aaO. （Anm. 
7）, S. 376; Willemsen/Rechel, aaO. （Fn. 14）, §270a, RdNr. 10）。

（16） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 40.
（17） 　Merten, Die neue Insolvenzrechtsreform 2012 （ESUG）, 2012, Weil im 

Schönbuch, S. 137.
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る（18）。これは，債務者の処分につき同意権を有するにすぎない，いわゆる
「権限の弱い仮の倒産管財人」（倒産法22条 2項）が選任された場合もまた，同
様である（19）。そこで，ESUGによって，倒産開始手続における債務者に対す
る一般的処分禁止命令等を回避することが認められた。これが，倒産法270a

条 1項である。すなわち，自己管理を求める債務者につき，見込みのないこと
が明らかでない場合，倒産裁判所は，債務者に一般的処分禁止を課すこと及び
債務者の全ての処分が仮の倒産管財人の同意によってのみ有効である旨を命じ
ることを見合わせることになった（倒産法270a条 1項 1文）のである。そして，
倒産開始手続においては，仮の倒産管財人に代えて，「仮の監督人（vorläufiger 

Sachwalter）」が選任されることになった（倒産法270a条 1項 2文）。仮の監督人
は，倒産開始手続において，（開始された）倒産処理手続における監督人と同様
に（倒産法274条，275条），債務者に対する監督権を行使することになる（倒産
法270a条 1項 2文後段）。
3 ）　自己管理に対する債権者の同意の排除

　従前は，債権者が倒産処理手続の開始を申し立てたときは，自己管理が認め
られるためには，その申立債権者による（20） 自己管理への同意を必要とした
（倒産法270条 2項旧 2号）（21）。この旧規定の趣旨は，次の点にあった。すなわ
ち，倒産管財人による倒産処理を目的にして，債権者が倒産処理手続の開始申
立てをした場合，その後に債務者の自己管理の申立てがなされることによっ
て，申立債権者の目的が無に帰するのを防止するためであった（22）。そして，
この旧規定のもう一つの趣旨は，債務者に早期の倒産処理手続開始の申立てを
なすインセンティブを与えることにあった（23）。
　他方で，旧規定の要件は，自己管理命令を発令するための障害にもなってい
た。すなわち，倒産処理手続の開始を求めている債権者が，自己管理を求める
債務者の申立てに反対することによって，自己管理命令の発令が妨げられるこ

（18） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 39.
（19） 　Vgl. Vallender, aaO. （Fn. 4）, S. 447.
（20） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §270, RdNr. 23.
（21） 　債権者の同意の意思表示は，裁判所に対してなされる（Landfermann, 

§270, RdNr. 6 in Kreft （Hrsg.）, Insolvenzordnung, 5. Aufl., Heidelberg, 2008）。
（22） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §270, RdNr. 22.
（23） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §270, RdNr. 22; Landfermann, aaO. （Fn. 21）, 

§270, RdNr. 5.
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とになる。そのため，この旧規定は，自己管理による会社再建を促進させよう
とする政府草案の目的とは矛盾すると考えられ，ESUGによって，削除される
ことになった（24）。これにより，申立債権者が自己管理命令の発令を妨げるこ
とはできなくなったのである。しかし，自己管理命令に対する債権者の影響力
はなくなったのではなく，倒産開始手続において，ESUGによって新設された
「仮の債権者委員会（vorläufiger Gläubigerausschuss）」を通してその影響力を
行使できることになった（25）。これが，倒産法270条 3項である。すなわち，倒
産法21条 2項 1 a号または同法22条によって仮の債権者委員会が設置されてい
る場合には，その仮の債権者委員会には自己管理の申立てに関する決定前に意
見表明の機会が与えられたのである（26）。
4 ）　�自己管理命令の発令要件としての不利益要件の修正

　倒産法270条 2項旧 3号は，自己管理の命令が手続の遅延または債権者にと
ってのその他不利益を生じさせないことが諸事情から予測されうることを発令
要件としていた。この実体要件は，倒産処理手続の本来の目的が債権者に可能
な限りの満足を与えること（倒産法 1条）に関係して設けられていたが（27），
ESUGにより倒産法270条 2項旧 2号が削除された結果，同条項旧 3号が，そ
の形を変えて，新 2号になっている。その際には，これまで「例外の手続」と
して考えられていた自己管理手続を，むしろ，「通常の手続」にするとの理解
の下で，これまでの実体要件の修正がなされた（28）。すなわち，従前は，自己

（24） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 38.
（25） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 38.
（26） 　これによって，従前と比較して債権者の地位は強化されたとの評価がなさ

れている（Göb, aaO. （Fn. 7）, S. 376, Vallender, aaO. （Fn. 4）, S. 446 政府草案
ではこの強化を意図していた（BT─Drucks. 17/5712, S. 39））。これまでは，
倒産開始手続において，債権者には自己管理に関する裁判所の決定に関与す
る機会がなかった。現行法により，仮の債権者委員会を通して，意見表明の
機会が与えられることで，債権者は自己管理に対する影響力をより強く行使
することができるのである。但し，仮の債権者委員会が設置されない場合に
は，これまでと同じく，裁判所の決定に関与する機会は，債権者に与えられ
ていない（Willemsen/Rechel, Insolvenzrecht im Umbruch, BB 2011, S. 836）。
詳細は次号参照のこと。

（27） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §270, RdNr. 31.同書において「債務者の満足
（Befriedigung der Schuldner）」と記載されているのは誤記であり，正しくは
「債権者の満足」であると思われる。

（28） 　Landfermann, aaO. （Fn. 14）, S. 870.
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管理が手続の遅延または債権者にとってその他の不利益にならないこと，これ
が諸事情から予測されうる場合に限り，倒産裁判所は，自己管理を命じていた
のであり，この要件が存在するのかについての確信を得られない場合には，倒
産裁判所は自己管理命令の発令を拒んでいたのである（29）。しかし，ESUGの
下では，自己管理命令が（手続の遅延または）債権者にとっての不利益になる
おそれがあるにすぎないときにも，自己管理命令が発令されることになっ
た（30）。これは，立法理由書において，「債権者に起こりうる不利益に関する不
明瞭はもはや債務者の責任にならない」と説明されている（31）。もっとも，新
しい自己管理が「通常の手続」になるのか，それとも依然として「例外の手
続」になるのかは，今後の倒産実務が示すことになる（32）。
　また，自己管理の申立てが仮の債権者委員会の全員一致の決議によって支持
された場合，この命令は債権者にとっての不利益にならないものとみなされる
（倒産法270条 3項 2文）（33）。
5 ）　�事後命令（nachträgliche�Anordnung）の発令要件の明確化等

　倒産裁判所が自己管理を求める債務者の申立てを拒んだが，その後の第一回
債権者集会が自己管理を申し立てたときには，裁判所は事後的に自己管理を命
じることになる（事後命令）。これは，「債権者自治原則の現れ」と説明されて
いる（34）。
　従前は，事後命令のために，倒産処理手続の開始前に自己管理を求める債務
者の申立てが法文上求められ（倒産法旧271条 1文），これに従う見解（35） も存在
した。すなわち，法状況（Rechtslage）を明確にする利益を理由に，通常の倒
産処理手続から自己管理に事後的に変更することはできないと主張されてい
た。しかし，その理由に説得力がないことから，債務者の申立てがなくても事
後命令を認める見解（36） も有力であった。この学説の対立を解消して，次のこ

（29） 　Landfermann, aaO. （Fn. 14）, S. 870.
（30） 　Merten, aaO. （Fn. 17）, S. 132.
（31） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 38.
（32） 　Vallender, aaO. （Fn. 4）, S. 446.
（33） 　債務者に対して早期に倒産手続開始の申立てをさせようとすることが，目

的にされたと言われている（Landfermann, aaO. （Fn. 14）, S. 870）。
（34） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §271, RdNr. 1.
（35） 　Landfermann, aaO. （Fn. 21）, §271, RdNr. 2.
（36） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §271, RdNr. 8ff.
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とを明らかにしたのが倒産法新271条 1文である。すなわち，倒産処理手続の
開始前に自己管理を求める債務者の申立ては，事後命令を発令するための要件
ではなくなった。これもまた，自己管理に対するアクセスの緩和を目的にして
いる（37）。
　その他，従前は，第一回債権者集会だけが事後命令の申立てをすることがで
きたが，ESUGにより，その後の債権者集会においてもまたこの申立てが可能
になった。このことは，自己管理に対するアクセスの緩和だけでなく，債権者
自治の強化も考慮しているのである（38）。

（ 3）　シュッツシルム手続（倒産法270b 条）
1）　シュッツシルム手続の意義と特徴

　ESUGのなかで注目すべきは，倒産処理手続による早期の再建に対するさら
なるインセンティブを債務者に与えるために（39），いわゆる「シュッツシルム
手続」を新設した点である（倒産法270b条）。このシュッツシルム手続の適用
は，（倒産処理手続）開始申立てから開始決定までの期間（Zeitraum zwischen 

Eröffnungsantrag und Eröffnung）に限定され（40），この期間中は，債務者の申
立てがある場合に倒産裁判所が必ず発令することを義務づけられている強制執
行の禁止命令などの「執行（からの）保護（Vollstreckungsschutz）」の下で，
債務者はその財産につき管理処分権を行使しながら，再建計画案を作成する機
会が付与されることになったのである。シュッツシルム手続の特徴は，以下の
とおりである。すなわち，
　① 開始申立てから開始決定までの期間において，再建計画案を作成する機会
が債務者に与えられ，この計画案が作成された場合においては，開始決定
の後に，倒産処理計画手続が行われること，

　② 債務者が，仮の監督人を提案する権利を有していること，
　③ 倒産裁判所により発令される仮処分の種類が限定され，これによって仮の
倒産管財人は設置されないこと。また，裁判所は，債務者が執行保護

（37） 　Vgl. Landfermann, aaO. （Fn. 14）, S. 871 （Anm. 115）.
（38） 　Hofmann, Die Vorschläge des DiskE─ESUG zur Eigenverwaltung und zur 

Auswahl des Sachwalters, NZI 2010, S. 800.
（39） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 19.
（40） 　Desch, Schutzschirmverfahren nach dem RegE─ESUG in der Praxis, 2011, S. 

841.
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（Vollstreckungsschutz）の仮処分を申し立てた場合には，これを命じなけ
ればならないこと，

　④ 債務者の申立てに基づき，倒産裁判所は，債務者が財団債務を生じさせる
ことを命じなければならないこと，である。

　以下では，これらの特徴について解説する。
ア）　自己管理と倒産処理計画の結合
　シュッツシルム手続においては，倒産処理手続開始申立てから開始決定まで
の期間において，債務者はその管理処分権を行使しながら，倒産裁判所によっ
て命じられる執行（からの）保護の下で（41），再建計画案を作成することがで
き，この自己管理が開始決定後の倒産処理計画手続に結び付けられている。従
前は，倒産裁判所によって債務者の自己管理が命じられた場合であっても，こ
れによって必然的に倒産処理計画手続が行われるのではなかった。すなわち，
債務者によって自己管理が行われていても，清算型・再建型のいずれによって
倒産処理手続を進行させるのかを決めるのは債権者集会であった（42）。これに
対して，シュッツシルム手続においては，倒産処理手続開始申立てから開始決
定までの期間に再建計画案を作成する機会が債務者に与えられ，その計画案が
作成された場合においては，開始決定の後に，必ず倒産処理計画手続が行われ
ることになる。すなわち，自己管理と倒産処理計画の二つを結び付けている点
に，この手続の特徴が見られるのである（43）。

（41） 　「Schutzschirm」とは，「日傘」の意味を有する。ここでの「日傘」は，債
権者からの差押えを防ぐために使われる（Landfermann, aaO. （Anm. 14）, S. 
872）。すなわち，「日傘」とは，執行（からの）保護を意味しているのであ
る。本稿においては，共同執筆者の協議の中で，「『Schutzschirmverfahren』
を『日傘手続』と訳したのではそのニュアンスが伝わりにくい」との結論に
至ったので，あえて「シュッツシルム手続」と記載することにする。

（42） 　（通常の）自己管理手続は，わが国の民事再生手続，アメリカ倒産法の第
11章手続（チャプター・イレブン）に似た手続であると言われる。確かに，
これらの手続は，倒産手続において債務者に管理処分権が残される DIP
（Debtor in Possession）型の手続である。しかし，再生手続，第11章手続が
計画による再建手続に対応するのに対して，ドイツの自己管理手続は清算
型・再建型のいずれの手続にも対応することが可能である点に違いが見られ
る。すなわち，ドイツにおいては，DIP型手続（自己管理手続）による計画
によらない清算が行われ得る点で，日本法，アメリカ法とは異なる
（Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, vor §§270 bis 285, RdNr. 25）。

（43） 　Desch, aaO. （Fn. 40）, S. 841.



238　　比較法学 49巻 3号

イ）　仮の監督人に関する債務者の提案権
　シュッツシルム手続においては，仮の監督人が選任される。仮の監督人は，
倒産処理手続開始申立てから開始決定までの期間において，（開始された）倒産
処理手続における監督人と同様に（倒産法274条，275条），債務者に対する監督
権を行使することになる（倒産法270a条 1項 2文後段）。仮の監督人の選任との
関 係 で 注 目 す べ き は， 通 常 の 仮 の 自 己 管 理（reguläre vorläufige 

Eigenverwaltung）（倒産法270a条）との違いである。すなわち，通常の仮自己
管理手続においては，仮の監督人が倒産裁判所によって選任される（倒産法
270a条 1項 2文，274条 1項，56条）のに対して，シュッツシルム手続において
は，債務者が仮の監督人を提案する権利を有している。これが，再建計画案作
成に対する債務者の信頼を確保することになる（44）。倒産裁判所は，債務者か
ら提案された者が明らかに職務を担当するのに適していないときに限り，債務
者の提案とは異なる者を選任することができるにすぎない（倒産法270b条 2項
2文）。しかし，これは稀なケースと考えられている（45）。
ウ）　倒産裁判所により発令される仮処分の種類の限定等
　シュッツシルム手続においては，倒産裁判所により発令される仮処分の種類
が限定されている（倒産法270b条 2項 3文前段）。すなわち，倒産法21条 2項 1

号及び 2号による仮処分を発令することができないのである。したがって，仮
の倒産管財人が選任される可能性は存在しない（仮の監督人が選任される）。こ
の点で，通常の仮の自己管理（倒産法270a条）とは異なる。すなわち，通常の
自己管理を求める申立てがなされた場合においては，その債務者につき，（自
己管理命令が発令される）見込みのないことが明らかでない場合に初めて，仮の
倒産管財人の選任が見合わされる（倒産法270a条 1項）のに対して，シュッツ
シルム手続においては，無条件に，仮の倒産管財人が選任されないのである。
　また，倒産裁判所は，債務者が執行保護の仮処分を申し立てた場合には，こ
れを命じなければならない（倒産法270b条 2項 3文後段）。この点につき，倒産
裁判所の裁量は認められていないのである。これもまた，通常の仮の自己管理
と異なる点である（通常の仮の自己管理においては倒産法22条 2項が適用されるた
め，倒産裁判所による判断の余地が残されている）。

（44） 　Desch, aaO. （Fn. 40）, S. 842.
（45） 　Desch, aaO. （Fn. 40）, S. 842.
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エ）　倒産処理開始手続における財団債務の発生
　シュッツシルム手続においては，債務者の申立てに基づき，倒産裁判所は，
債務者が財団債務を生じさせることを命じなければならない（倒産法270b条 3

項）。シュッツシルム手続において債務者と取引を行う者が倒産処理手続にお
いて財団債権者と扱われることにより，取引の相手方の信頼が確保され，事業
の継続が可能になると考えられたのである（46）。
2 ）　シュッツシルム手続の進行
ア）　シュッツシルム手続の要件
　手続要件として，債務者は，倒産処理手続の開始申立て及び自己管理の申立
てに加えて，第三の申立て，すなわち倒産処理計画案の提出のための期間の決
定を求める申立てをしなければならない（47）。係る申立書とともに，①支払不
能のおそれ，または債務超過であるが，支払不能ではないこと，②予定した再
建につき見込みのないことが明らかでないことについて，倒産事件に精通した
税理士，公認会計士もしくは弁護士またはそれと同等の能力を有する者の理由
を付した証明書を提出しなければならない（倒産法270b条 1項 3文）。
　したがって，実体要件として，①予定した再建につき見込みのないことが明
らかでないこと，②倒産原因として，支払不能のおそれまたは（支払不能に陥
っていない）債務超過が存在することが求められる（48）。
イ）　倒産裁判所によるシュッツシルム手続に係る諸命令
　倒産裁判所は，上記の要件が満たされている場合，倒産処理計画案の提出の
ための期間を定め（倒産法270b条 1項 1文）（49），仮の監督人を選任する（同条 2

（46） 　BT─Drucks. 17/7512, S. 37.
（47） 　第三の申立てにおいて，仮の監督人の提案もまた行われるのが通常である
（Desch, aaO. （Fn. 40）, S. 841 （Anm. 1））。

（48） 　シュッツシルム手続を利用するためには，債務者が支払不能に陥っていな
いことが要求される。しかし，倒産処理手続開始の申立てがあると，それと
同時に債務の弁済期が到来する旨が，債務者と債権者との間で合意されてい
ることがある。そうすると，申立てと同時に債務者は支払不能に陥ることに
なるので，債務者としては，事前に債権者との間で弁済期を到来させない旨
の合意を得ておくことが，実際には必要になる。その意味で，シュッツシル
ム手続は債務者にモラトリアムを付与するものではなく，債権者の合意を得
られない債務者は，その手続を利用するには適していない（BT─Drucks. 
17/5712, S. 40）。

（49） 　再建計画案の提出のための期間については，債務者は，これを申立書に記
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項）。債務者は，仮の監督人の監督の下で，再建計画案を作成することになる。
　また，債務者が執行保護の仮処分を申し立てた場合，倒産裁判所は，これを
命じなければならない（倒産法270b条 2項 3文後段）。また，債務者の申立てに
基づき，倒産裁判所は，債務者が財団債務を生じさせることを命じなければな
らない（倒産法270b条 3項）。
ウ）　シュッツシルム手続の終了
　倒産裁判所は，①予定した再建が見込みのなくなったとき，②仮の債権者委
員会が取消しを申し立てたとき，③別除権者または倒産債権者が取消しを申し
立て，かつ自己管理の命令が債権者にとっての不利益を生じさせることを予測
させる事情が知れているとき（但し，この申立ては，仮の債権者委員会が設置され
ず，かつ申立人がこの事情を疎明したときに限り，適法とされる）には，シュッツ
シルム手続の時期を定める命令を取り消さなければならない（倒産法270b条 4

項 1文）。
　倒産裁判所が，上記の取消事由を理由に命令を取り消した後，または再建計
画案の提出のための期間が経過した後に，倒産裁判所は，一般規定に従い（50），
倒産処理手続開始について裁判をする（倒産法270b条 4項 3文）。債務者が再建
計画案の提出のための期間内に再建計画案を作成できた場合には，開始された
倒産処理手続において，その計画案の当否が，倒産処理計画に関する一般規定
に従い，判断される（51）。なお，（倒産処理手続開始後に行われる）自己管理の命
令を発令するためには，倒産法270条 2項各号に掲げられた要件が充たされな
ければならない（52）。

（ 4）　その他の改正点
1）　�事後命令を申し立てるための債権者集会の決議要件（倒産法271条改

正）
　倒産法旧271条 1文によれば，事後命令を申し立てるための債権者集会の決

載する必要はないが，裁判所に対して，再建計画案の提出のために，どのく
らいの期間が必要なのか，知らせることになると考えられている（Kern, 
§270b, RdNr. 22 in Kirchhof/Eidenmüller/Stürner （Hrsg.）, Münchener 
Kommentar zur Insolvenzordnung, Bd. 3, 3. Aufl., München, 2014）。

（50） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 41.
（51） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 41.
（52） 　Desch, aaO. （Fn. 40）, S. 843; Hirte/Knof/Mock, aaO. （Fn. 7）, S. 63.
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議には，投票債権者の債権額の多数だけが求められていた。しかし，それで
は，多額の債権を有する少数の債権者や，上手く立ち回った少額の債権を有す
る債権者によって，自己管理が支配されることになってしまう（53）。そこで，
この危険を除去するために，ESUGによって，事後命令の申立てについて，債
権者集会の決議は，投票債権者の債権額の多数だけでなく，投票債権者の多数
も求められることになった（倒産法新271条 1文）。この「二重の多数の必要
（doppeltes Mehrheitserfordernis）」によって，多額の債権を有する債権者の濫
用的な決議が妨げられるのである（54）。
2 ）　自己管理の効果（倒産法270c 条，276a 条）

　自己管理が倒産裁判所によって命じられると，債務者は，監督人の監督下
で，倒産財団に属する財産を管理し，処分する権限を有することになる（倒産
法270条 1項 1文）。監督人は，倒産法270c条，同法27条 1項 1文によって，倒
産裁判所がこれを選任する。この倒産法270c条は，倒産法270条旧 3項に相当
する。
　ESUGによって，債務者が法人または法人格のない会社である場合，自己管
理手続において，監査役会，社員総会またはそれに準ずる機関は，債務者の業
務執行に影響を与えない（倒産法276a条 1文）ことが定められた。すなわち，
自己管理手続における債務者の業務執行については，倒産管財人が選任される
通常の倒産処理手続と類似の効果が生じる。そこでは，監督人，債権者委員会
および債権者集会が，債務者の業務執行における経済的判断を監督する（55）。
その趣旨は，債権者自治の強化にある（56）。
　業務執行構成員の解任又は新たな選任は，監督人が同意する場合に限り，有
効になる（倒産法276a条 2文）。倒産裁判所や監督人がこれらの措置を行うのは
適切ではなく，会社法上の機関が行うことになったが，濫用的措置の防止や業
務執行機関の中立性を確保するために，監督人の同意が要件とされたのであ
る（57）。また，これらの措置が債権者にとって不利益を生じさせないときには，
監督人の同意が推定される（倒産法276a条 3文）。

（53） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 41.
（54） 　Hirte/Knof/Mock, aaO. （Fn. 7）, S. 56.
（55） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 42.
（56） 　Merten, aaO. （Fn. 17）, S. 163.
（57） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 42.
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3 ）　自己管理命令の取消し
ア）　債権者集会による自己管理命令の取消しを求める申立て
　倒産裁判所によってなされる自己管理命令については，債権者の抗告権が認
められていない。従前は，これを修正するために，債権者集会に自己管理の取
消しを求める申立てを認めていた（58）。すなわち，倒産法272条 1項旧 1号によ
れば，債権者集会の決議において投票債権者の債権額の多数が自己管理の取消
しに賛成した場合には，その申立てに基づき，自己管理命令が取り消されたの
である。しかし，これには次の欠点が存在した。すなわち，多額の債権を有す
る少数の債権者や上手く立ち回った少額の債権を有する債権者によって，自己
管理が支配される危険が存在した（59）。この点については，事後命令を申し立
てるための債権者集会の決議要件の改正との関係でなされた説明が当てはま
る（60）。すなわち，その危険を除去するために，ESUGによって，自己管理命
令の取消しを求める債権者集会の申立てについて，債権者集会の決議は，投票
債権者の債権額の多数だけでなく，投票債権者の多数が求められることになっ
た（倒産法272条 1項新 1号）。この「二重の多数の必要」によって，多額の債権
を有する債権者による濫用的決議が妨げられるのである（61）。
イ）　�別除権者または倒産債権者による自己管理命令の取消しを求める申立て
　自己管理手続においては監督人が選任され，監督人の監督の下で，債務者は
倒産財団の管理処分権を行使する。しかし，それでも自己管理は債権者にとっ
て重大な危険を意味すると立法者は考え，実体要件が欠けている場合には，債
権者集会によらずに，自己管理命令の取消しを申し立てる権利を，個々の債権
者に付与していた（62）。すなわち，別除権者または倒産債権者が自己管理命令
の取消しを申し立て，かつ実体要件が欠けているときに，自己管理命令の取消
しが認められていた。今般の改正では，別除権者または倒産債権者による自己
管理命令の取消しを求める申立てにおいて，実体要件が欠けているだけでな
く，申立人にとっての重大な不利益のおそれがある場合に限定して，自己管理
の取消しを認めることになった。この要件は，再建計画案作成の安全
（Planungssicherheit）のために設けられている（63）。申立人は，この要件を疎明

（58） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §272, RdNr. 2.
（59） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 42.
（60） 　Vgl. BT─Drucks. 17/5712, S. 42.
（61） 　Vgl. Hirte/Knof/Mock, aaO. （Fn. 7）, S. 56.
（62） 　Wittig/Tetzlaff, aaO. （Fn. 1）, §272, RdNr. 3.
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しなければならない（倒産法272条 2項 1文）。

（63） 　BT─Drucks. 17/5712, S. 42.
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【条文試訳（2012年 3月 1日現在）】＊斜体の条文は，ESUGによる改正なし

倒産法第270条【要件】
1） 債務者は，倒産裁判所が倒産処理手続の開始に関する決定において自己管
理を命ずる場合，監督人の監督の下で，倒産財団を管理し，かつ処分する
権限を有する。この手続については，総則規定が適用される。ただし，本
編に特別の定めがない場合に限る。

2） 自己管理の命令は，次の各号に掲げる事項の全てを満たすことを要件とす
る。

　　　 1．債務者が自己管理の命令を申し立てたこと
　　　 2． 自己管理の命令が債権者にとっての不利益を生じさせると見込まれ

るような諸事情が知れていないこと
3） 自己管理の申立てに関する決定前に仮の債権者委員会に対して意見表明の
機会を付与することが，債務者の財産状況の不利益変更を生じさせること
が明らかでないときは，これを付与しなければならない。自己管理の申立
てが仮の債権者委員会の全員一致の決議によって支持された場合，自己管
理の命令は債権者にとっての不利益にならないものとみなす。

4） 自己管理の申立てを排斥するとき，その理由を書面により示さなければな
らない。第27条第 2項第 5号は，これを準用する。

【改正点】＊ 第 2項：旧 2号削除，及び旧 3号繰り上げ
　　　　 ＊ 第 2項（旧 3号，新 2号）：「自己管理の命令が手続の遅延又は債権者

にとってのその他の不利益にならないことが諸事情から見込まれるこ
と」⇒「自己管理の命令が債権者にとっての不利益を生じさせると見
込まれるような諸事情が知れていないこと」

　　　　 ＊ 第 3項：「第 1項の場合，倒産管財人に代えて，監督人を選任する。倒
産債権者の債権は，これを監督人に届け出なければならない。第32条
及び第33条は，これを適用しない」⇒「自己管理の申立てに関する決
定前に仮の債権者委員会に対して意見表明の機会を付与することが，
債務者の財産状況の不利益変更を生じさせることが明らかでないとき
は，これを付与しなければならない。自己管理の申立てが仮の債権者
委員会の全員一致の決議によって支持された場合，自己管理の命令は
債権者にとっての不利益にならないものとみなす」 

　　　　 ＊ 第 4項新設
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倒産法第270a 条【開始手続】
1） 自己管理を求める債務者の申立てにつき，見込みのないことが明らかでな
い場合には，倒産裁判所は開始手続において次の各号に掲げる処分を見合
わせるものとする。

　　　 1． 債務者に一般的処分禁止を課すこと
　　　 2． 債務者の全ての処分が仮の倒産管財人の同意によってのみ有効であ

る旨を命じること
　　 　前文の開始手続においては，仮の倒産管財人に代えて仮の監督人を選任
し，この仮の監督人については，第274条及び第275条を準用する。

2） 債務者が開始申立てを支払不能のおそれの際に行い，かつ自己管理を申し
立てたが，倒産裁判所が自己管理の要件は存在しないものと考える場合に
は，倒産裁判所はその疑念を債務者に報告して，開始に関する決定前に開
始申立てを取り下げる機会を債務者に与えなければならない。

【改正点】＊本条新設

倒産法第270b 条【再建の準備】
1） 債務者が支払不能のおそれが存在する又は債務超過の際に開始申立てを行
い，自己管理を申し立て，かつ予定した再建につき見込みのないことが明
らかでない場合，倒産裁判所は債務者の申立てに基づき，倒産処理計画案
の提出のための期間を定める。この期間は，最長で三ヶ月とすることがで
きる。債務者は，この申立てと共に，倒産事件に精通した税理士，公認会
計士若しくは弁護士又はそれと同等の能力を有する者の証明書を提出しな
ければならない；この証明書には，支払不能のおそれが存在する又は債務
超過であるが，支払不能ではなく，予定した再建につき見込みのないこと
が明らかでないことを示す理由が付される。

2） 倒産裁判所は，第 1項による決定において，第 1項による証明書の交付者
とは異なる仮の監督人を第270a条第 1項に従い選任する。倒産裁判所は，
債務者から提案された者が明らかに職務を担当するのに適していない場合
に限り，債務者の提案とは異なる者を選任することができる；倒産裁判所
は，その理由を示さなければならない。倒産裁判所は，仮処分を，第21条
第 1項及び第 2項第 1 a号，第 3号ないし第 5号により，命じることがで
きる；倒産裁判所は，債務者が第21条第 2項第 3号による処分を申し立て
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たとき，これを命じなければならない。
3） 債務者の申立てに基づき，倒産裁判所は，債務者が財団債務を生ぜしめる
旨を命じなければならない。第55条第 2項は，これを準用する。

4） 倒産裁判所は，次の各号に掲げる場合，第 1項による命令を，期間の経過
前に，取り消さなければならない。

　　　 1． 予定した再建が見込みのなくなったとき
　　　 2． 仮の債権者委員会が取消しを申し立てたとき
　　　 3． 別除権者又は倒産債権者が取消しを申し立て，かつ自己管理の命令

が債権者にとっての不利益を生じさせることを予見させる諸事情が
知れているとき；ただし，この申立ては，仮の債権者委員会が設置
されず，かつ申立人がこの諸事情を疎明したときに限り，適法とす
る。

　　 　債務者又は仮の監督人は，倒産裁判所に，支払不能の発生を遅滞なく届
け出なければならない。自己管理の命令が取り消された場合，又は期間が
経過した場合，その後に，倒産裁判所は，倒産処理手続の開始に関して裁
判をする。

【改正点】＊本条新設

倒産法第270c 条【監督人の選任】
　自己管理が命じられた場合には，倒産管財人に代えて，監督人を選任する。
倒産債権者の債権は，これを監督人に届け出なければならない。第32条及び第
33条は，これを適用しない。

【改正点】＊本条新設

倒産法第271条【事後命令】
　債権者集会が，第76条第 2項に掲げた多数かつ投票債権者の多数をもって，
自己管理を申し立てた場合には，倒産裁判所は，債務者が同意するときに限
り，自己管理を命ずる。監督人には，従前の倒産管財人を選任することができ
る。

【改正点】＊ 「倒産裁判所が自己管理を求める債務者の申立てを拒んだが，第一回
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債権者集会が自己管理を申し立てた場合には，倒産裁判所は，自己管
理を命ずる」⇒「債権者集会が，第76条第 2項に掲げた多数かつ投票
債権者の多数をもって，自己管理を申し立てた場合には，倒産裁判所
は，債務者が同意するときに限り，自己管理を命ずる」

倒産法第272条【自己管理命令の取消し】
1） 倒産裁判所は，次の各号に掲げる場合，自己管理の命令を取り消す。
　　　 1． 債権者集会が，第76条第 2項に掲げた多数かつ投票債権者の多数を

もって，自己管理の命令の取消しを申し立てたとき
　　　 2． 別除権者又は倒産債権者が自己管理の命令の取消しを申し立て，第

270条第 2項第 2号の要件が欠けていて，かつ申立人に自己管理に
より重大な不利益が生ずるおそれが存在するとき

　　　 3． 債務者が，自己管理の命令の取消しを申し立てたとき
2） 一人の債権者の申立ては，第 1項第 2号に掲げた要件を疎明した場合に限
り，許される。この申立てに関する決定前には，債務者を聴聞しなければ
ならない。債権者及び債務者は，この決定に対して即時抗告する権利を有
する。

3） 従前の監督人は，倒産管財人に，これを選任する。

【改正点】＊ 第 1項（第 1号）：「第76条第 2項に掲げた多数かつ投票債権者の多数
をもって」の挿入

　　　　 ＊ 第 1項（第 2号）：「第270条第 2項第 3号の要件が欠けているとき」⇒
「第270条第 2項第 2号の要件が欠けていて，かつ申立人に自己管理に
より重大な不利益が生じるおそれが存在するとき」

　　　　 ＊ 第 2項：「要件の喪失」⇒「第 1項第 2号に掲げた要件」

倒産法第273条【公告】
　倒産処理手続の開始後に，自己管理を命ずる又はその命令を取り消す倒産裁判所の
決定は，これを公告しなければならない。

倒産法第274条【監督人の法的地位】
1） 監督人の選任，倒産裁判所の監督並びに監督人の責任及び報酬について
は，第27条第 2項第 5号，第54条第 2号及び第56条ないし第60条，第62条
ないし第65条は，これを準用する。
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2） 監督人は，債務者の経済状況を調査して，かつ事業の遂行及び生活に係る
支出を監督しなければならない。第22条第 3項は，これを準用する。

3） 監督人が，自己管理の継続が債権者にとっての不利益を生じさせると見込
まれる諸事情を確認した場合には，このことを遅滞なく債権者委員会及び
倒産裁判所に届け出なければならない。債権者委員会が設置されていない
場合，監督人は，債権者委員会に代わり，その債権を届け出た債権者及び
別除権者に報告しなければならない。

【改正点】＊第 1項：「第27条第 2項第 5号」挿入

倒産法第275条【監督人の協力】
1） 債務者は，通常の業務に属しない債務については，監督人の同意を得てのみ，こ
れを負担しなければならない。債務者は，監督人が異議を述べた場合には，通常
の営業に属する債務もまた，負担することができない。

2） 監督人は，債務者に対して，監督人のみが全ての入金を受領し，かつ支払いをす
ることを，求めることができる。

倒産法第276条【債権者委員会の協力】
　債務者が倒産処理手続にとって特に重要である法律的行為を行なおうとするとき，
債務者は債権者委員会の同意を求めなければならない。第160条第 1項第 2文，第 2
項，第161条第 2項及び第164条は，これを準用する。

倒産法第276a 条【監督機関の協力】
　債務者が法人又は法人格のない会社である場合には，監査役会，社員総会又
はそれに準ずる機関は，債務者の業務執行に影響を与えない。業務執行構成員
の解任又は新たな選任は，監督人が同意する場合に限り，これを有効とする。
これらの諸措置が債権者にとっての不利益を生ぜしめないとき，この同意は存
在するものとする。

【改正点】＊本条新設

倒産法第277条【必要的同意の命令】
1） 倒産裁判所は，債権者集会の申立てに基づき，債務者のなす特定の法律行為は，
これに監督人が同意したときに限り，有効である旨を命ずる。第81条第 1項第 2
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文，第 3文及び第82条は，これを準用する。監督人が財団債務の発生に同意した
場合，第61条は，これを準用する。

2） 前項この命令は，債権者にとっての不利益を回避するために，緊急に必要である
ときには，別除権者又は倒産債権者の申立てに基づいてもまた，これを発するこ
とができる。

3） 第 1項の命令は，これを公告しなければならない。第31条は，これを準用する。
土地，登録された船舶，登録された造船中の船舶若しくは登録された航空機に関
する処分権，それらの目的物に対する権利に関する処分権，又はそれらの権利に
対する権利に関する処分権が制限される場合においては，第32条及び第33条は，
これを準用する。

倒産法第278条【債務者の生活資金】
1） 債務者は，自己及び第100条第 2項第 2文に掲げた家族のために，債務者のこれ
までの生活状況を考慮して質素な生活を可能にする資金を，倒産財団から引き出
す権利を有する。

2） 債務者が自然人でない場合には，第 1項は，債務者の無限責任社員で，かつ代表
権を有する者について，これを準用する。

倒産法第279条【双務契約】
　法律行為の履行及び被用者委員会の協力に関する諸規定（第103条ないし第128条）
は，倒産管財人を債務者に読み替えて，これを適用する。債務者は，監督人との合意
の下で，これらの規定にある権利を行使するものとする。債務者は，監督人の同意に
よってのみ，第120条，第122条及び第126条による権利を有効に行使することができ
る。

倒産法第280条【責任／倒産否認】
　監督人のみが，第92条及び第93条の責任を倒産財団のために主張することができ，
かつ第129条ないし第147条により，法律的行為を否認することができる。

倒産法第281条【債権者に対する情報提供】
1） 債務者は，財団目的物の一覧表，債権者一覧表及び財産目録（第151条ないし第

153条）を作成しなければならない。監督人は，各一覧表及び財産目録を調査し
なければならず，かつ，その調査結果に従い異議を申し立てるべきか否かを，そ
の都度，書面により明らかにしなければならない

2） 債務者は，報告期日において，報告しなければならない。監督人は，その報告に
対して，態度決定をしなければならない。

3） 債務者は，計算書の提出（第66条，第155条）をする義務を負う。第 1項第 2文
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は，債務者による決算について，これを準用する。

倒産法第282条【担保物の換価】
1） 別除権が存在する目的物の換価に係る倒産管財人の権利は，債務者がこれを有す
る。ただし，目的物を確定するための費用及び目的物に対する権利を確定するた
めの費用は，これを徴収しない。実際に生じた換価をするために必要な費用，及
び，売上税に係る額のみが，換価費用として，これを評価する。

2） 債務者は，監督人との合意のもとで，その換価権を行使しなければならない。

倒産法第283条【倒産債権者の満足】
1） 各倒産債権者のほか，債務者及び監督人は，債権の調査に際して，届け出られた
債権を争うことができる。倒産債権者，債務者又は監督人が争っている債権は，
これを確定していないものとみなす。

2） 配当は，債務者がこれを行う。監督人は，配当表を調査しなければならず，か
つ，その調査結果に従い異議を申し立てるべきか否かを，その都度，書面により
明らかにしなければならない。

倒産法第284条【倒産処理計画】
1） 倒産処理計画案の作成に関する債権者集会の申立ては，監督人又は債務者に対し
て，これをしなければならない。申立てが債務者になされた場合，監督人は，助
言をもって協力する。

2） 倒産処理計画遂行の監督は，監督人の職務とする。

倒産法第285条【財団不足】
　財団不足は，監督人がこれを倒産裁判所に対して届け出なければならない。


