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ⅣⅣ  司司法法解解釈釈 

一一  「「『『企企業業破破産産法法』』適適用用のの若若干干問問題題にに関関すするる規規定定（（三三））」」  

（原文「最高人民法院关于适用《中华人民共和国企业破产法》若干问题的规定(三)」） 

法释[2019]3号、最高人民法院 2019 年 3月 27 日公布、2019年 3月 28 日施行 

  

 2007 年 6 月 1 日に「企業破産法」が施行されて以降、2011 年に破産事件の受理に関する「『企業破産法』適用の

若干問題に関する規定（一）」が公布され、2013 年に債務者財産の認定及び処分に関する「『企業破産法』適用の若

干問題に関する規定（二）」が公布された。今回、破産手続きにおける債権者の権利を明確にするため、「『企業破産

法』適用の若干問題に関する規定（三）」（以下「本規定」という）が公布・施行された。本規定の主な内容は以下のと

おりである。 

 

1. 主要な内容 

（1） 経営を維持するための借入の弁済順位（本規定 2 条） 

「企業破産法」42条 1項 4号において、人民法院が破産申立を受理した後に発生する、債務者が営業を継続する

ために支払わなければならない労働報酬及び社会保険費用、並びにこれにより生じたその他の債務は、共益債務と

する旨定められている。 

本条により、破産手続きが開始した後、債務者が経営を維持するための資金を借入れた場合、当該債務は、「企

業破産法」42条 1項 4号に基づき、共益債務として一般債権より優先的に弁済される旨規定された。ただし、債務者
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が上記の債権について特定の財産に担保権を設定した場合、当該債権者は、既存の担保権者より優先して弁済を

受けることを本規定に基づいて主張することはできないとされた。なお、具体的な弁済順位は、「物権法」199 条1に基

づき決められる。 

 

（2） 個人債権者の知る権利（本規定 10条） 

個人債権者は主として債権者集会を通じて情報を収集することが想定されてきたため、「企業破産法」23 条では、

管財人は債権者集会にて職務の執行状況を報告する義務や質問に答える義務などが規定されているが、個人債権

者が知る権利を行使することについて明文の規定は置かれていない。 

本規定 10 条において、個人債権者は、債務者の財産状況報告、債権者集会決議、債権者委員会決議、管財人

監督報告などの破産手続きに使用される債務者財務や経営に関する資料を閲覧する権利がある旨明記された。ま

た、管財人が正当な理由なく個人債権者の上記権利行使を拒否した場合、個人債権者には人民法院に権利行使の

可否の判断を求める権利が与えられた。さらに、個人債権者が上記権利を行使した場合、商業秘密又は国家秘密に

対する守秘義務があることも規定された。 

 

（3） 債権者の利益に重大な影響を及ぼすその他の財産の処分（本規定 15 条） 

「企業破産法」69 条では、管財人が債権者の利益に重大な影響を及ぼす財産処分行為を行う場合、遅滞なく債権

者委員会に報告しなければならない旨規定し、債権者委員会が設立されていない場合は、速やかに人民法院に報

告しなければならない旨規定する。 

本条では、管財人が債権者の利益に重大な影響を及ぼす財産を処分する際、債権者集会と債権者委員会が決定

権及び監督権を行使する方法について規定した。具体的には、管財人が債権者の利益に重大な影響を及ぼす財産

を処分するためには、事前に財産管理案又は破産集団換価案を作成し、債権者集会の決議を受けることが必要とさ

れた。また、管財人が、「企業破産法」69 条に基づき、債権者委員会又は人民法院に報告する場合、上記財産を処

分する 10 日前までに書面により債権者委員会又は人民法院に報告しなければならないと明確にされた。さらに、債

権者委員会は、「企業破産法」68条2項に基づき管財人に関連する書類の提出又は説明を要求でき、その処分内容

が財産管理案又は破産集団換価案に従っていないと判断した場合、管財人に処分案を是正するよう要求することが

できる。仮に管財人が是正要求を拒否した場合、債権者委員会は人民法院の判断を受ける権利がある。人民法院

は管財人の処分案が財産管理案又は破産集団換価案に従っていないと判断する場合、管財人に対して停止命令を

発することができることとされた。 

なお、本条は第一回債権者集会が開催された後の管財人の処分行為に関する規定であり、第一回債権者集会が

開催される前の管財人の処分行為は依然として「企業破産法」26条2の規定に従うこととなる。 

 

2. その他 

上記のほか、本規定は、破産事件に関わる費用の認定（1条）、保証人に関わる債権の処分（4条）、債権の登記

及び審査確認（6条）並びに債権異義申立期間及び債権確認の訴えの当事者（8条、9条）等についても定めている。 

                                                      
1
 「物権法」199条によれば、「同一の財産について2人以上の債権者に対して抵当権が設定されている場合、抵当財産を競売、換価して得た代金は次の各号

に掲げる規定に従い弁済する。(1)抵当権がすでに登記されている場合は、登記の先後の順位に従い弁済する。同順位の場合には、債権の割合に従って弁済

する。(2)抵当権をすでに登記している者は、登記をしていない者に先立って弁済を受ける。(3)抵当権を登記していない場合は、債権の割合に従って弁済す

る。」と規定されている。 
2
 「企業破産法」26条によれば、「第 1回債権者集会を開催する前に、管財人が債務者の営業の継続もしくは停止を決定する場合、又は本法第 69条に定める

行為のいずれかを行う場合は、人民法院の許可を得なければならない。」と規定されている。 
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（全 16条） 

二二  「「『『民民商商事事事事件件のの審審理理期期間間延延長長及及びび開開廷廷延延期期問問題題のの厳厳格格なな規規範範化化にに関関すするる規規定定』』のの改改正正にに関関すするる決決定定」」    

（原文「最高人民法院关于修改《最高人民法院关于严格规范民商事案件延长审限和延期开庭问题的规定》的决

定(2019)」） 

法釈［2019］4号、最高人民法院 2019年 3月 27日公布、2019年 3月 28日施行 

  

最高人民法院は、2019 年 3 月 27 日、「『民商事事件の審理期間延長及び開廷延期問題の厳格な規範化に関す

る規定』の改正についての決定」を公布した。同決定は、2019年 3月 28日より施行されている。同決定は、2018年

4月 26日に施行された「民商事事件の審理期間延長及び開廷延期問題の厳格な規範化に関する規定」 （本ニュー

スレター279号参照）を改正するものである。 

 もともと、「民商事事件の審理期間延長及び開廷延期問題の厳格な規範化に関する規定」は、法定の審理期間の

遵守強化や、審理の延期に対する制限を通じて、訴訟の迅速化を図る趣旨であった。本決定は、その趣旨をさらに

推し進め、審理遅延防止のための規定を追加したり、また簡易事件適用基準を具体化したりしている。その主な改正

内容は以下の通りである。 

 

1. 開廷審理の延期事由の明確化 

民事訴訟法 146 条 4項においては、開廷審理の延期を行うことができる事由の一つとして、「その他延期を行うべ

きその他の事情」が挙げられている。実務上、訴訟戦略として、同条項を理由とした開廷審理の延期がなされる場合

があり、迅速な審理の実施が妨げられるという状況が指摘されていた。本決定により、民事訴訟法 146 条 4 項の「そ

の他延期を行うべきその他の事情」とは、不可抗力又は予見不可能な事件（原文「意外事件」）により、開廷審理を正

常に実施することができなくなった状況を指す旨が明確化された（第 2条）。これにより、民事訴訟法 146条 4項に基

づく開廷審理延期の濫用が抑制されることが期待される。 

 

2. 開廷審理延期の回数制限 

本決定では、開廷審理の延期は、通常手続を適用する民事・商事事件については 2 回まで、簡易手続及び少額

迅速手続が適用される民事・商事事件については 1回までを上限とする旨が定められた。 

 

3. 簡易手続適用基準の明確化 

どのような事件に簡易手続が適用されるかの基準については、民事訴訟法 157条において、「事実関係及び権利

義務関係が明確で、争いの大きくない簡単な民事事件」であるとされている。本決定は、民事訴訟法 157条の内容を

確認しつつ（4条 1項）、さらにその内容を一歩明確化している。すなわち、本決定 4条 2項において、簡易手続が適

用されるのは、訴額が各省、自治区、直轄市の前年度労働者平均年収の 2倍以下の民事・商事事件であると定めら

れている。ただし、法律や、司法解釈において、簡易手続を適用しないものとされている案件については除くものとさ

れている
3
。 

（全 9条） 

ⅤⅤ  地地方方レレベベルル 

  

                                                      
3
 最高人民法院「『民事訴訟法』の適用に関する解釈」の257条において、当事者の一方の人数が多数である場合、国家や社会公共の利益にかかわる場合等、

簡易手続を適用しない案件の類型が定められている。 
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ⅥⅥ  そそのの他他 

一一  

  

「「大大陸陸とと香香港港特特別別行行政政区区法法院院ととのの仲仲裁裁手手続続ににおおけけるる相相互互協協力力にによよるる保保全全にに関関すするる協協定定」」  

（原文「关于内地与香港特别行政区法院就仲裁程序相互协助保全的安排」） 

最高人民法院 2019年 4 月 2日公布、発効日未定 

  

2019 年 4 月 2 日、最高人民法院と香港特別行政区政府は、中華人民共和国香港特別行政区基本法 95 条に基

づき、「大陸と香港特別行政区法院との仲裁手続における相互協力による保全に関する協定」（下記「本協定」）を締

結した。本協定は、香港がイギリスから返還されて以降、大陸と香港特別行政区の間で結ばれた司法共助に関する7

つ目の協定である
4
。本協定の発効日は、最高人民法院が司法解釈を公表し、香港特別行政区が関連内部手続を完

了した後に公布される（13条）。 

本協定の主な内容は、下記のとおりである。 

 

1.  保全措置の範囲 

本協定に定める「保全」には、大陸における財産の保全、証拠の保全及び行為の保全
5
を含む。また、香港におけ

る差し止め又は作為命令
6
及びその他の暫定措置

7
（①仲裁判断が下される前の現状の維持又は原状回復、②仲裁

手続に損害が生じることを防止する措置を取ること、又は損害を生じさせる措置を取らないこと、③資産の保全又は

証拠の保全）を含む（1 条）。大陸の「仲裁法」は、行為の保全に関する内容を明記していないことから
8
、仲裁手続の

当事者が、大陸の人民法院に行為の保全を直接に申し立てることができるか否かについて議論があった
9
が、本協定

により、香港における仲裁手続の当事者は、大陸で人民法院に対して直接に行為の保全を申し立てることができるこ

とが明確になった。 

 

2. 香港仲裁手続 

本協定でいう「香港仲裁手続」とは①仲裁地が香港であること、②一定の要件を満たした仲裁機関により管理され

ることといった条件を満たす仲裁手続をいうとされている（2 条）。現在時点で②の仲裁機関のリストは未公表である

が、香港国際仲裁センター（HKIAC）、国際商会（ICC）仲裁院香港分所及び中国国際経済貿易仲裁委員会香港仲裁

センター（CIETACHK）などを記載することが検討されている。 

 

3. 保全の申立て 

香港仲裁手続の当事者は、仲裁判断が下される前、大陸の民事訴訟法、仲裁法などに基づき、被申立人の住所

                                                      
4
 これまでに結ばれた協定は、1999年 1月 14日付「大陸と香港特別行政区法院との民商事司法文書の相互委託送達に関する協定」、1999年 6月 21日付、

「大陸と香港特別行政区法院との仲裁判断の相互執行に関する協定」、2006 年 7 月 14 日付「大陸と香港特別行政区法院との当事者合意管轄による民商事

事件判決の相互承認及び執行に関する協定」、2016 年 12 月 29 日付「大陸と香港特別行政区法院との民商事事件における証拠収集の相互委託に関する協

定」、2017年 6月 20日付「大陸と香港特別行政区法院との婚姻家庭民事事件判決の相互承認及び執行に関する協定」及び 2019年 1月 18日付「大陸と香

港特別行政区法院との民商事事件判決の相互承認及び執行に関する協定」の 6つである。 
5
 「行為の保全」とは、被申立人の行為又はその他の事由によって、仲裁判断等が執行困難となり、又は申立人に損害をもたらすおそれのある場合に、申立

人の申し立てに基づき、被申立人に一定の行為を行うよう命じ、又は一定の行為を行わないよう命じることをいう（民事訴訟法 100 条）。日本法における仮処分

（処分禁止の仮処分及び断行の仮処分）に近い。 
6
 香港法でいう「injunction」を指す。「injunction」 は、エクイテイ上の救済手段であり、被申立人に一定の行為を行うことを禁止し（差し止め）、又は一定の作為

を命じる命令をいう。日本法の仮処分（処分禁止の仮処分及び断行の仮処分）に近い。 
7
 香港法でいう「interim measure」を指す。 

8
 大陸の「仲裁法」第 28条第 1項に財産保全、同 46条に証拠保全の規定がある。 

9
 大陸の仲裁機関における仲裁手続の当事者が、直接に人民法院に行為の保全を申し立てることの根拠規定は見当たっていないが、中国の仲裁機関の仲裁

規則に、関連する条項が規定されている場合がある。たとえば中国国際経済貿易仲裁委員会（CIETAC）の仲裁規則 の 23 条には、保全及び臨時措置に関す

る規定がおかれており、こうした規定に基づき、一定の行為の作為又は差し止め命令を得ることができる場合があると考えられる。 
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地、財産所在地又は証拠所在地を管轄する大陸の中級人民法院に保全を申し立てることができる（3 条）。被申立人

の住所地、財産所在地又は証拠所在地が異なる人民法院の管轄に属する場合、それらの中から 1 つの中級人民法

院を選択しなければならず、2つ以上の人民法院に申し立ててはならない。保全申立ては仲裁申立ての前でも可能で

あるが、仲裁申立て前に保全申し立てを行った場合、保全措置後 30 日以内に仲裁を申し立てた旨の証明書が提出

されなければ、人民法院は保全措置を解除する。 

他方、大陸の仲裁手続の当事者は、仲裁判断が下される前、香港特別行政区の仲裁条例、高等法院条例に基づ

き、香港特別行政区高等法院に保全の申立てをすることができる（6条）。 

 

4. 大陸の人民法院に保全を申し立てる際の提出書類 

大陸の人民法院に保全を申し立てる場合、①保全申立書、②仲裁合意がなされたことの証拠資料、③本人確認書

類、④人民法院が要求するその他の資料の提出が必要となる。これに加えて、仲裁機関が仲裁申立てを受理した後

に、保全を申し立てる場合は、④仲裁請求並びに根拠となる事実及び理由が記載された仲裁申立て書面、⑤当該仲

裁機関の受理証明書を提出しなければならない。外国語の書証を提出する場合は、中国語の訳文を添付しなければ

ならない（4条）。 

 

5. 香港特別行政区法院に保全を申し立てる際の提出書類 

  香港特別行政区法院に保全を申し立てる場合、香港特別行政区関連法律規定に基づき、①申立書、②申立ての

宣誓供述書、③証拠、④弁論の概要及び⑤保全命令の文案を提出しなければならない（7条）。 

（全 13条） 
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(当事務所に関するお問い合わせ) 
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