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1 はじめに

新型コロナウイルスが猛威を振るっている。

業再生計画の立案も困難と言わざるを得ない。倒産

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき緊

事件の爆発的増加が懸念される状況にある。

急事態宣言が全国に発令され、不要不急の外出自粛
だけに留まらず、一定の業種に対する休業要請が行
われている。感染症による全国的規制がなされたの
は、戦後初であり、正に国難というべき異常事態で
ある。

では、このような状況を招来させた原因はどこに
あるのか。
放漫経営等の経営者の責任なのか、あるいは、金
融システムの崩壊なのか。
もちろん、従前の経営上の問題がコロナ問題に

休業要請が出ている業態においては、当面、売上

よって一気に顕在化した事例もあろう。既に経営破

げが全く上がらない状況が続くこととなる。また、

綻状況に陥っており、コロナ問題があろうがなかろ

外出自粛要請により、売上高が前年比 90％減まで

うが倒産が不可避であった事例もあろう。しかし、

落ち込んだ業種まで出ている。

現在問題となっている多くの事例は、新型コロナウ

このような状況が短期間で終息せず、仮に 1 年続

イルス感染防止対策としての、外出自粛要請および

いた場合にはどうなるか。医学界からは 1 年以内に

休業要請に起因するものすなわち国策によってもた

終息は困難との見解も多数出ている状況にあり、企

らされたものである。事業者の責任を問うような問

業倒産という側面から、この点を真剣に考える必要

題ではない。

がある。
本稿においては、このような社会状況において、

このような状況において、いかにして経営破綻を
防ぐべきか。現在行われている各種支援措置とは別

事業者の倒産をいかに回避すべきか、また、倒産手

に、倒産回避という点からこの点を考える必要があ

続の機能不全を防止する方策について検討を行う。

る。

2 倒産を回避するには

新型コロナウイルス問題の進展により、企業業績
は大きく落ち込んでいる。

4

債務を圧縮して事業再建を図ろうにも、企業活動
それ自体が停止している以上、事業価値の算定も事

現在、マスコミにおいて「諦め倒産」という言葉
が多く用いられている。終息の目途が立たず、将来
に展望が開けないことから、事業継続を断念する現
象を指している。

これは観光・宿泊・運輸といったサービス業や飲

このような事態は何としても回避しなければなら

食業に留まらない。新型コロナウイルスの影響を何

ないが、このまま何の策も講じなければ、また、一

らかの形で受けると考えている企業は、90％を超え

過性の措置しかできなければ、状況を改善すること

るという調査結果も報道されている。

はできない。しかし、このような事態は、債権者、

企業活動が困難な状況に陥れば、従業員の雇用を

取引当事者その他利害関係人にとって何もメリット

守ることはできず、取引先との関係維持も困難とな

はない。損失が確定するだけであり、将来新型コロ

る。事業拠点にかかる賃料や税金の支払も停止せざ

ナウイルス問題が終息し、経済活動が劇的に回復し

るを得ない事態となる。

たとしても、損失を回復させることはできない。ま
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た、現状においては、代替業者や新テナントを見出

る（早島大祐『徳政令――なぜ借金は返さなければなら

すことも難しい状況下にあり、取引当事者もむしろ

ないのか』
（講談社現代新書、2018）
、徳政令が現代社会

損失を被ることとなる。

との比較で論じられている。
）
。

あらゆる利害関係人にとって、望ましい事態は、

これが、中世期である鎌倉時代に債務破棄（債務

新型コロナウイルス問題の早期終息であり、そのた

免除）の形で具体化していくこととなる。本稿で

めには、緊急事態宣言における外出自粛と休業への

は、この点を詳細に論じる余裕はないが、これは、

障害を取り除くことである。早期に終息すれば、経

正に現在の社会状況において参考となるべき指針で

済活動の早期回復を図ることができるのであり、そ

ある。今こそ「徳政」を実現すべきである。

のためには、支払の猶予を認め、現状を維持する制
度と社会的コンセンサスの構築が必要となる。

「山高ければ、谷深し」
「谷深ければ、山高し」

ところで、現実の経営破綻は、個々の事業者問題
である。たとえ、徳政的な制度が確立されなくて
も、倒産を回避し、事業体を防衛するためには、徹
底した支払猶予を求める必要がある。現時点におい

相場の格言を用いることが適切であるかの問題は

ても、次のとおり、支払猶予の措置や支払猶予者に

あるが、経済変動の特色を端的に示す格言である。

対する特例が定められているものがあるが、更なる

早期終息のために国民一体として対応する体制を構

拡充が必要である。

築することが何よりも重要である。我が国の根本規

①

範である「和」の精神に基づく具体的行動が求めら

賃料の減免に応じた賃貸人に対し、法人税、固定

れる。

賃借物件の賃料

資産税等において税務上の優遇措置が設けられる予

現状において、協力金、助成金の公的支援が今後

定である。また、大手デベロッパーやショッピング

行われるが、これでは経営破綻を回避することはで

センター等において、テナント賃料の減免、猶予が

きない。支払を一定期間猶予することを認める枠組

行われている。一律の賃料の減額を行ったケース、

みを早急に作る必要がある。

固定賃料を撤廃し売上比例の賃料のみとしたケース

例えば、切実な声が多い賃料問題については、
① 一定期間の賃料の支払停止を賃貸借契約の解
除事由とはしない。
② 賃貸人が賃料の減免、猶予を行った場合に

等がある。
②

金融債権

コロナ問題に起因する場合には、支払猶予に対し
柔軟な対応が求められている。

は、固定資産税等の納税の猶予と金融債務につ

財務省も 3 月 6 日に「新型コロナウイルス感染症

いての支払猶予を認め、期限の利益を喪失させ

の影響拡大を踏まえた事業者の資金繰り支援につい

ない。

て」の大臣談話を公表し、各金融機関に対し、資金

③ 金融機関の猶予債権についても、不良債権化
に備えた措置を行う。

繰り支援を求めている。
③

租税措置

これに対しては、モラルハザードを指摘する向き

納税の猶予制度の実質的拡充が図られている。特

もあるかと思うが、一般的な債務免除問題とは次元

例として、前年同月比で概ね 20％の収入減少があ

が異なる。国策実現のために犠牲者を出してはなら

る場合等について 1 年間の納税猶予が実施される予

ない。

定である。

我が国においては、古代から「徳政令」と呼ばれ

今後、問題となるのは、租税債権の支払遅滞に伴

る国策があった。一般には、
「借金の棒引き」とし

う滞納処分である。緊急事態宣言下においても、過

て認識されている制度である。

去分とはいえ滞納処分が現実に行われている。

もちろん、徳政令は劇薬であり、歴史的に十分機

前記のとおり、国策として外出および営業自粛の

能していたかは疑わしく、徳政一揆と呼ばれる本来

徹底を求めるのであれば、滞納処分についても特段

の趣旨とは異なった形で進展した面も否めない。

の配慮が必要であろう。

しかし、徳政令の本来的意味はこのような事象と
は異なる。
「天災など、甚大な社会不安に直面した際に、
……為政者が自らの徳のなさを意識し、善政を行う
際に提言された思想・スローガン」と説明されてい

3 倒産手続における検討課題

⑴ 倒産手続への影響
新型コロナウイルス問題は、倒産手続へどのよう
な影響を与えているか。
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私自身、現在進行している破産管財業務におい
て、状況の深刻さを実感している。
まず、再建型手続は、私的整理・法的整理を問わ

は、好ましくない事態と認識されることになる。
また、破産手続開始決定書等の送達業務、債権届

ず、短期的には、遂行が困難な状況となっている。

出書の受付業務等は、全て紙ベースでのやり取りが

事業再生計画の策定が著しく困難となっているから

前提となっていることから、破産管財人事務所ある

である。もちろん、6ヵ月後に回復する、1 年後に回

いは破産管財人室の人員体制の整備と債権者側の出

復するというシナリオを描くことはできる。しか

勤対応が必要となる。これも感染防止という観点か

し、現時点において終息時期を説得的に説明するこ

らは好ましい事態ではない。

とは困難と言わざるを得ない。

このような事態においては、債権届出書について

歴史的にも 100 年前に世界的に流行した「スペ

は原本性の緩和と提出方法の柔軟化を行うことが望

イン風邪」では 3 度の波があったと言われている。

ましく、メール送受信による提出等を許容すること

感染症が与える影響の深刻な部分である。

も検討すべきである。

では、清算型である破産手続はどうか。

在宅勤務の推進に伴い、政府が「はんこ文化」の

事業再生計画等の将来を見据えた対応は不要であ

見直しに着手との新聞報道も出ており、この緊急事

り、深刻な影響はないとも考えられるが、現実はそ

態においては、広い意味での倒産手続のIT化推進

うではない。

が求められる。

緊急事態宣言以降、破産管財人の業務において

債権調査期日において債権者が同一場所に会する

は、以下の点が大きな問題となっており、今後、破

形での運用も、同じく見直す必要があるように思

産財団組成への影響が懸念される。

う。現在の債権調査にかかる実務運用は、いわゆる

① 破産管財人の活動の制限（外出自粛、他県へ
の移動自粛）

期日方式（破産法 121 条～123 条）によって行われる
場合が多数である。しかし、破産法は、債権調査の

② 従業員等の継続雇用の困難性（在宅勤務）

原則的方法として期間方式（同法 117 条～120 条）を

③ 資産換価の停滞〔不動産・在庫商品等〕と回

定めている。これは、従前の期日方式は債権者が一

収懸念（経済活動の停滞）

同に会するという手続効率性に欠けたものであり、

④ 債権者の行動制限（在宅勤務）

破産債権者の利益と調和しないとの認識に立って立

このうち、③の資産換価と回収が当面の大きな問

法化されたものである（伊藤眞『破産法・民事再生法

題となる。企業が投資活動を積極的に行う状況には

〔第 4 版〕
』
（有斐閣、2018）663 頁）
。この立法経緯を

なく、また、回収先の経営破綻という問題も生じて

今一度踏まえ、緊急事態とIT化推進の観点から考

いる。

えるのであれば、期間方式を文字通り原則型とする

特に、不動産および生産施設・在庫商品等、担保

運用が望ましい。

権が設定されている重要資産の売却については、①

また、債権者集会において破産管財人が管財業務

の売却活動そのものへの制約もあり、難航すること

報告等を行う運用についても検討する必要がある。

が見込まれる（たとえ、買受けに前向きであっても現

破産法においては、債権者集会は手続上必須の機

地見分や実査を行うことが難しく、また、当該企業自身

関とはされていない（同法 135 条）。決議を要する場

が売上高の大幅減少となっている場合が多い状況にあ

合でも書面投票によって行うこともできる（同法

る。
）
。

139 条、141 条）
。

このような場合には、担保権者と緊密連携し共同

これまでも、土地管轄の大規模特則に当たる事件

歩調をとることによって事態を打開できる場合が多

について、遠隔地債権者を一同に会するのは現実的

い。対象物の適正価格での換価という観点からは対

ではなく、債権者が多数いる地域において債権者説

立的関係にはない。担保権者との共働が重要である

明会を開催した事例や破産管財人の調査報告書（同

（
「事業再生における情報開示と債権者の手続参加」金判

法 157 条）を全債権者に配布した事例もある。また、

1439 号（2014）1 頁）
。

⑵ 倒産手続の運用上の課題
緊急事態宣言の全国への波及は、倒産手続の運用
にも影響を与えている。
人との接触を 8 割減少させるという現在の国策の
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もとでは、債権者が一同に会する債権者集会の開催
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破産管財人がHPを設け、各種資料を掲載した事例
もある。
情報提供や情報共有手段は多いに越したことはな
い。特に債権者多数事件では対費用効果の面でも十
分な対応を行う必要があり、これは、災害や感染症
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問題が生じている場合においても有効に機能する。
新型コロナウイルス問題の終息が予測できない現
段階においては、債権者が一堂に会する状況を極力
回避し、且つ、債権調査期日や債権者集会の延期等
の問題を生じさせないようにするための運用が求め

でもある（杉本純子「倒産手続のIT化に向けた中間取
りまとめ－要約版－（上）（下）」本誌 1156 号（2019）12 頁、
1157 号 33 頁参照）
。
4 おわりに

新型コロナウイルス問題が終息するためには、緊

られる。
具体的には、今後の破産手続開始申立てについて

急事態宣言のなかで国民が一丸となる必要がある。

は、債権調査期間方式を原則とし、債権者集会期日

そのためには、この問題の影響を強く受けている事

は指定しない。債権者に対する情報開示は、管財人

業者の倒産を何としても抑止しなければならない。

の報告書の送付等によって行い、メールによる送

感染者の爆発的増加を抑止したが、倒産が爆発的に

付、Web開示等の手段についても検討すべきであ

増加したというのでは、国としての在り方が問われ

る。

る。今必要なのは「徳政」であり、感染対策のため

新型コロナウイルス問題の発生によって、倒産手
続のIT化の実現が急務であることをあらためて認

苦しんでいる事業者を支える具体的行動が強く望ま
れる。

識させられた。倒産手続は緊急事態であり、この国
難というべき状況下であっても、迅速な進行が図ら

（本稿の内容は 2020 年 4 月 24 日時点の状況に基づく。
）

れなければならない。これは手続に関わる者の責務
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