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～巻頭言（書評）～ 

「法整備支援論」発刊に寄せて 

 

 

法務総合研究所国際協力部 

部長 稲葉 一生 

 

１ はじめに 

今般，ミネルヴァ書房より発刊された「法整備支援論」を，編著者の香川孝三先生及び

金子由芳先生から，御厚意により，国際協力部に対して多数寄贈いただいた。まず，この

誌上をお借りして，改めて厚くお礼申し上げる次第である。 

法整備支援の分野で，このようなまとまった内容のものが，一般書籍として出版される

のは，これが初めてであると思われる。同書のはしがきによると，神戸大学大学院国際協

力研究科の講義「法整備支援論」を同科の依頼を受けて，当部の教官が分担して担当した

ことが，本書の企画の端緒であるとのことで，当部としても喜びであるとともに，光栄で

ある。 

法整備支援業務に携わる者として，この書籍の存在を広報したいと考え，同書を紹介す

る記事を書かせていただくことにした。記事の構成としては，当部の教官等法務省内に本

書を配布し，そのコメントを集め，書評的に私の責任においてまとめさせていただく形を

とらせていただいた。 

なお見解は，飽くまで，私見であり，法務省なり法務総合研究所の公的な見解ではない

ことをはじめにお断りしておく。 

 

２ 本書全体の構成について 

本書はそのはしがきに「法整備支援という国際援助の一つの現象をめぐって，この現象

に直接間接に関与してきた関係者が集い，心を新たに，この現象が投げかける意味と課題

について虚心坦懐に問い直そうという試みである。」とあるように，法整備支援に様々な立

場で関与してこられた 21 人の執筆者による本文 260 ページ（文献一覧や索引等を除く）か

らなる著書である。 

本書は，多くの人に法整備支援の実情を知ってもらいたいとの願いが込められた入門書

と位置付けられ，第１章は，法整備支援とは何かという基本的な問いから始まっている。

第２章では，法整備支援を理解する上での学術的視座を提示し，第３章では，法整備支援

の現場で携わってきた方々の執筆により，具体的な法整備支援の事例研究がまとめられて

おり，本書の中核と位置付けられている。そして，第４章では，「ケーススタディからの示

唆と検討」と題して，前章の事例を受けて，教訓を抽出する意図で，問題点を整理し，そ

の解決に向けた政策立案・評価のフレームワークについて論じておられ，第５章では，「法
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整備支援の新たな可能性」と題して，今後の各分野における法整備支援の展望や可能性に

ついて論じられている。 

本書は，法整備支援活動の実情を知るという意味で，わかりやすく説明されており，入

門書的役割を果たすことは確かであるが，この分野で専門的に活動してきた者にとっても，

様々な観点からその活動の在り方や問題点を改めて考える機会を与えてくれる専門書であ

るとも評価できる。 

 

３「第１章 法整備支援とはなにか」について 

現在，世界的な法整備支援ブームが現出し，その現象が先行しており，受入国の混乱や

ドナー間対立の問題など，混沌とした状態になっているが，筆者は，このような状況であ

るからこそ，法整備支援とは何なのか，その目的はだれのための何であり，どんな原理や

規範に基づくのか，内政干渉に及ぶことなく有益な支援を行っていくための一線は何か，

また，それをだれがどう監視し評価していくのかというような根源的な問題を解きほぐし

ていく努力が必要であると主張される。 

そして，そのような問題意識に基づき，時代による開発理論の変遷と法整備支援との関

係について整理された上，法整備支援の目的論が，一義的に設定できない現状を分析され，

法整備支援の立案・評価の手法についても，確立されていない実情を整理されている。そ

の上で，法整備支援の理論的研究の遅れを指摘しつつ，これまでの法整備支援を推進する

理論と批判する理論を整理し，推進論は，多様な現地事情を顧みることなく画一的スタン

ダードを論じてきたが，一方，批判論は，実定法の細論を欠き，批判のための批判に終始

していると，それぞれの弱点を指摘した上で，両者の弱点を超克する第三の道として，法

整備支援の現象に即した実証的検討を試み，現地社会経済の要請に即した法制度構築の在

り方を論じる実践的な実証研究を目指すとされる。 

実務的に法整備支援活動にかかわっていると，具体的な活動をどうするかの検討やその

対応に追われることが多く，上記のような観点から，法整備支援を改めて考える余裕がな

いのが実情である。本書は，上記のような研究手法論として学術的な意義があることはも

ちろんであるが，本書では，日本の法整備支援の実証例として，当部が実施に協力してい

る法整備支援活動が取り上げられており，本書が目指されるところは，私どもにとっても，

自らの活動を考え直す基本的な視座を与えられ，極めて有意義である。 

 

４「第２章 法整備支援の背景」について 

法整備支援の背景について，歴史的な観点，経済学及び法学の視点，経済界が求める視

点等から論述されている。法整備支援の意義を考えるに際して，それぞれの視点・観点は

いずれも重要であろう。その中で，特に興味深いのは，歴史的背景と開発過程における法

制度の影響に関して，経済発展初期における現在の先進諸国の法制度は，同等の経済発展

レベルにある現在の途上国よりもかなり遅れていたとする論述である。すなわち，先進国

にとっては，現在は当然の前提のように受けとめられている民主主義，官僚制度，独立し
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た司法制度，私的財産権，企業統治等が，今日のように発展するには，先進国においても

数十年かかっている。世界水準の制度をすぐに採用しなければ，経済発展を進めることが

できないとは，必ずしも言えず，日本も，西欧諸国から学びながら，自国の状況に応じて，

選択的に法律や制度を実施してきた。途上国も，その国の状況に合わせて主体的に法律や

制度を選択してゆくべきであり，支援する側もこの視点を忘れてはならないという指摘が

示唆に富んでいる。 

この観点と関連することであるが，我が国が，JICA の技術協力の枠組みで実施してきて

いる法整備支援は，自国の制度を押しつけるものではなく，相手国との共同作業方式によ

り実施している。その一方で，世界銀行などは，立法モデルを提示し，貸付のコンディシ

ョナリティーにして，特定のスタンダードの採用を途上国に促す手法をとっており，その

支援手法の対比が端的に説明されていて，我が国の法整備支援の特徴を理解しやすい。 

 

５「第３章 ケーススタディ」について 

第１節は，私の前任の国際協力部長が執筆を担当した部分であり，法務総合研究所国際

協力部が行ってきた法整備支援活動や研究活動について，簡潔明瞭に説明されている。そ

の上で，法整備支援を行うに際しての「国益」の考え方，独立行政法人国際協力機構（JICA）

のプロジェクト方式による法整備支援の実施体制と政府としての責任体制の関係，ドナー

相互の協調の必要性など法整備支援に携わる者が程度の差はあれ，悩まされる基本問題を

提示している。 

第２節から第４節は，ベトナムに対する法整備支援活動の中で，民事訴訟法，民法，

破産法の起草支援における問題点が検討されている。まず，法整備支援の手法に関する「不

磨の大典型とステップバイステップ型」「助言型と判断代替型」という立法支援の手法分

析は，直接，支援活動に尽力された執筆者ならではの経験に基づく重要な分析である。こ

の分析の視点に立てば，ベトナムに対する上記各法律の起草あるいは改正支援は，ステッ

プバイステップの助言型手法で行われたものであるが，その過程で，我が国からの提言の

中で，受け入れられなかった事項とその背景，今後の課題等に関して，直接その支援に携

わった立場から，オーナーシップの強いベトナムに対する法整備支援の実情とともにわか

りやすく論述されている。 

第５節，第６節は，カンボジアに対する民事訴訟法及び民法の起草支援の実情とドナー

間調整の難しさを現地で JICA 長期専門家として関与した執筆者によりわかりやすく述べ

られている。先にも触れたように，我が国の法整備支援の特色の一つとして，長期的な視

点から，相手国のニーズに応じた内容の法案をワークショップ等共同作業で，時間，労力

をかけて実施していることが挙げられる。しかし，一方で，法整備支援による短期的な利

益を期待するドナーが存在し，その支援には，様々な問題があるにもかかわらず，そのよ

うなドナーは，経済的利益供与を持ちかけつつ起草支援を行うため，相手国政府が強い影

響を受けやすい。ここで取り上げられた我が国が司法省を相手とする民事訴訟法及び民法

の起草支援と，カナダの CIDA が商業省を相手とする商事裁判所法，世界銀行及びアジア開
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発銀行が土地管理計画省を相手とする土地法，アジア開発銀行が商業省を相手とする担保

取引法の各支援との対立・調整等の問題事例は，いずれも，日本の法整備支援が，日本と

は異なる観点から支援する国際機関等との関係で非常に苦労している実情を明らかにする

ものであり，法整備支援が抱える根本的な問題を考えさせるものである。 

第７節は，ウズベキスタン倒産法注釈書支援を取り上げている。ウズベキスタン倒産法

はロシア倒産法を母法としており，立法過程において日本の倒産法制は参考とされていな

い。本支援はそのような状況の下に実施されたが，本書においては，本支援の経験を紹介

しつつ，そのような支援をウズベキスタンという国に対して日本が行う意義を問いかけ，

検討されている。 

また，本支援は，日本による中央アジア地域に対する初の本格的な法整備支援活動であ

るところ，本書では，それゆえの問題点が紹介されているが，それらの問題点は，日本に

よる法整備支援の今後の在り方を考察するに際して，重要な視点を含んでいるものと評価

できよう。 

第８節，第９節は，インドネシアに対する支援を取り上げ，インドネシアの国情，法制

度と司法制度改革の必要性・方向性及び日本の対インドネシア法整備支援活動の内容が，

それらの背景事情を含めて簡潔によくまとまっている。また，地震による津波で，市の半

分ほどが壊滅したアチェ市におけるADR制度支援のための連続JICA-Netセミナーの具体的

な様子が，写真や関係者のネットワーク図等により臨場感を持って効果的に説明されてい

る上，インドネシア側のニーズやセミナー運営上の問題点も分析検討されており，活動の

事例紹介としては好個の一例といえ，インドネシアに対する法整備支援を検討する際の基

礎資料となる。 

第１０節では 中国経済法・企業法支援を題材に，案件形成調査に始まるプロジェクト

の積極的な形成過程が描かれており，法整備支援プロジェクトの立ち上げ時期の状況が部

外者にもダイナミックに理解することができる。また，社会主義的市場経済化を目指す中

国における経済法支援という新たな課題に向けた日本側支援関係者のあるべき姿勢が示さ

れており，示唆に富む内容である。 

 

６「第 4 章 ケーススタディからの示唆と検討」について 

我が国の法整備支援の各活動実例について相互に比較対照するのみならず，他の各種ド

ナーの法整備支援活動とも比較対照し，かつ，支援分野ごと，支援の基本的在り方ごとに

分析検討を加えた論考は稀有であり，研究者の面目躍如たる理論的分析が展開されている。 

日ごろ，法整備支援の実務を担う者としては，自己の活動を遂行することにとらわれ，

このように他ドナーの活動や異なるプロジェクトの同時並行のみならず過去の活動とも比

較する視点から自己の活動を振り返って分析するという機会に乏しい。 

しかしながら，法整備支援活動に関する内外の関心が高まる中，これを客観的に紹介・

報告し，評価にさらされる機会も増えており，研究者によるこのような詳細な分析検討は，

貴重な資料となる。他方，法整備支援に関する理論的研究は緒に就いたばかりであり，今
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後も，支援実務を担当する者との情報交換を通じて研究を深めていただくことが期待され

る。ここでの検討は，そのような観点から，研究者と実務家による法整備支援の理論的発

展の第一歩を踏み出すものといえよう。 

 

７「第５章 法整備支援の新たな可能性」について 

各節で，各法分野における今後の法整備支援の在り方を検討されている。私どもの専

門外の分野も多く，そのような分野については，内容面でのコメントは控え提言内容を

簡潔に紹介するにとどめるが，法整備支援活動の分野の広さと奥深さ，これからの発展

の可能性を改めて感じることができる示唆に富む検討がなされている。 

第１節 今後の法整備支援の基本的視座―民事訴訟法を中心に 

「日本は，明治以来，世界各国の法情報を十分に得た上で，立法担当者による取捨

選択と自己決定により法典編さんを進めるという基本姿勢を持っていた。日本は，多

様な法情報だけでなく，上記基本的姿勢をも提供することができる」と述べられ，日

本は，法整備支援を行っている国々の中では，「自ら他国から法制度について学んだ

経験がある」という特徴があり，それを生かし，相手国の立場に立った法整備を行う

べきという方向性は，その通りであると考える。そして，支援国間の調整の重要性に

ついて，支援国間で，何が相手国のためになるかを真摯に討議すべきと主張されるこ

とも正論である。しかし，前述のカンボジアの実例等に照らすと現実問題としては，

容易なことではない。 

司法改革意見書で明記されていた法科大学院への留学生受入れは，現状では実現困

難であるも，今後の課題としてクローズアップすべきと指摘されるが，法整備支援に

おける人材育成には，我が国への留学生の受入れは，有用であり，是非実現していた

だきたいと思う。 

第２節 憲法分野の支援可能性 

「憲法は，法整備支援において聖域ではない」「憲法分野でも様々な法整備支援の契

機と可能性が存在する。民間レベルの経験交流や憲法教育等が有効」と分析されている。 

第３節 法整備支援とアジアの環境法 

「環境法分野では，潔癖な要請主義の原則は見直され，環境に対する国家責任は，

先進国も途上国も共通であることを前提に，支援活動が行われている」「これからの

課題：環境法の法案作成支援より，法の執行，遵守の方に関心が集中している。これ

は法以外の政治的，経済的，社会文化的な基盤と深く関わる問題」と指摘されている。 

第４節 労働法分野における支援可能性 

日本は緻密な労働立法技術を持っており，ILO 条約批准に際して，関連国内法の見

直しや ILO 条約に違反している場合の国内法の改正へのアドバイスが提供できるので

はないかと，今後の日本による法整備支援の進むべき方向性が提言されている。 

第５節 競争法分野における支援可能性 

競争法は，市場経済を規律する法であるとともに，市場の土着性を反映した多様性
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が求められるのであって，先進各国の競争法の法制度を移植することに中心を置くこ

とではなく，各国・地域の実態に応じた適切な法制度と運用が必要であると主張され，

日本としては，単なる競争法の制定支援にとどまらない，運用面に重点を置いた支援

を進めるべきではないかという方向性が提言されている。 

第６節 企業・金融法制における支援可能性 

この分野はグローバル・スタンダード化の要請が強く，国際開発機関が相次いでモ

デル法制を公表して，制度改革を促そうとしている状況にあることが紹介されている。

その上で，日本によるこれまでの法整備支援は，基本法典の整備とその実施を目指す

司法支援に力点が置かれていたが，日本による ODA の在り方をめぐる 近の議論とも

関連し，企業・金融法制への日本の関与については，日本自身の開発過程の制度経験

に期待を寄せる受入国側の関心や，日本の経済界の関心も強くなりつつあり，今後の

展開の可能性が大きいと分析されている。 

第７節 刑事法分野における支援可能性 

我が国のこれまでの刑事分野での支援活動として，国連アジア極東犯罪防止研修所

の活動や警察庁の技術協力などが紹介されている。その上で，刑事法分野をめぐる法

整備支援の今後の可能性を踏まえて，中国の裁判監督手続及びベトナムの監督審を例

に，制度改革支援の手法について検討され，刑事手続における被告人の客観的地位の

問題が指摘されている。そして，制度改革支援においては，対象とする制度の全体的

構造を分析し，その社会においてその制度が存在する意義を探り，その制度の運用を

めぐる問題を分析することの重要性が説かれている。 

法の支配の実現には，刑事司法分野の法整備は不可欠である。ただ，同分野におけ

る法整備支援は，一国の主権や社会制度に密接に関連するとともに，人権問題に直接

結びつくという問題を抱えており，民事分野の支援とは異なる観点も必要であると思

われる。 

民事法は，私人間の関係を規律する法分野であるが，刑事法は，国家と国民の間に

おける国家権力行使を規定する。仮に相手国の伝統・実体や担当者の考えに合致する

としても，人権保障の観点から問題のある内容の法律の整備を支援することは控える

べきと思われるが，規定すべき内容につき干渉すると内政干渉の問題になりかねな

い。それゆえ，支援を行うについて慎重に検討する必要はあるが，後ろ向きになるこ

となく取り組んでいくべき重要な課題であろうと思われる。 

 

８「あとがき」について 

日本の法整備支援の特徴などについて改めて要点をまとめた上で，法整備支援の究極の

目指す目的が世界の平和であることを宣言するあとがきは，法整備支援の道のりが長く厳

しいものであるとともに，その目的の崇高さをうたっており，かかる使命感を持つからこ

そ筆者らが法整備支援に携わっているという自負心がうかがえ，今後の研究業績にさらな

る期待をしたい。 
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法整備支援論  制度構築の国際協力入門 

香川孝三・金子由芳 編著 ミネルヴァ書房 
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～国際協力部からのお知らせ～ 
 

－法務省ウェブサイトの国際協力部業務紹介ページをリニューアル！－ 

この度，国際協力部では，法務省ウェブサイトの当部業務紹介ページの構成及び内容をリ

ニューアルしました。 

以下，リニューアルした概要を紹介いたします。 

１ 当部業務紹介ページの構成の見直し 

当部業務紹介ページの構成を改め，テーマごとに再編しました。 

（http://www.moj.go.jp/HOUSO/index.html#icd から御覧いただけます。） 

２ 掲載データ記事の増加 

「ICD NEWS」の掲載記事を始めとして，掲載データを大幅に増加しました。 

３ 新規紹介項目の追加 

「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」の概要紹介ページを設けるなど，新

規紹介項目を追加しました。 

次に，リニューアルした概要を，テーマごとに紹介します。 

① 「研究報告，国際研修，活動成果等の紹介」 

（http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/index.html） 

このページでは，当部の活動の成果等を「ICD NEWS」，「外国法令和訳」，「プロジェ

クト成果」の３つに分けて掲載しています。 

「ICD NEWS」には，これまでに本誌に掲載した主要記事のほとんどを掲載し，掲載

データを大幅に増やしました。また，記事の掲載方法も，国別又はテーマ別に分けて

掲載し，見やすい構成としました。「外国法令和訳」には，これまで本誌に掲載した

外国法令和訳を国別に掲載しております。今後も，掲載する外国法令和訳を増やして

いく予定です。「プロジェクト成果」には，現在，「ウズベキスタン倒産法注釈書プロ

ジェクト」の成果物である注釈書ロシア語版と，プロジェクト概要の紹介を掲載して

います（本誌 20 ページを参照）。今後も，当部が関与している他の法整備支援プロジ

ェクトの概要の紹介を掲載していく予定です。 

② 「法整備支援活動の現場から―法整備支援担当者からのメッセージ―」 

（http://www.moj.go.jp/HOUSO/genba/genba.html） 

このページでは，当部が実施している法整備支援活動をよりよく知っていただくた

めに，実際に法整備支援業務を担当している当部教官等が日ごろの活動を通して法整

備支援活動について考えたことなどを記事にまとめて掲載し，当部の活動をできるだ

け分かりやすく具体的に紹介しています。 

③ 「国際協力部からのお知らせ（セミナー等開催，発刊案内，各種広報情報等）」 

（http://www.moj.go.jp/HOUSO/information.html） 

このページでは，当部が実施するセミナー等の開催，当部の活動に関する発刊の案
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内，各種広報情報等をお知らせしています。 
④ その他 

以上のページのほか，「国際協力部による法整備支援活動」，「国際協力部パンフレ

ット「法整備支援―顔の見える国際協力―」（PDF ファイル）」等を掲載しています。 

なお，当部では，当部業務紹介ページについて，よりアクセスしやすい構成とし，かつ，

有益な情報を提供できるよう，更にリニューアルを行うことを計画しております。 

引き続き，どうぞ御期待ください。 
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～特集～  
 

ウズベキスタン共和国倒産法注釈書の発刊 
～注釈書発刊の意義と注釈書の普及活動の展開～ 

 

国際協力部教官 伊藤 隆 

 

１ 「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書」発刊までの経緯 

国際協力部では，独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力して，中央アジア地域の主要国である

ウズベキスタン共和国に対し，２００２年度から，市場経済化促進のための法整備支援活動を実施

してきた1。 

その過程において，ウズベキスタン共和国最高経済裁判所2から JICA に対し，同国最高経済裁判

所が発刊を計画しているウズベキスタン共和国倒産法に関する書籍の作成支援の要請がされた。 

このような要請がされた背景は，以下のとおりである。 

ウズベキスタン共和国では，旧ソ連邦の解体に伴う１９９１年の独立後，計画経済体制から市場

経済体制への移行が進められているが，その一環として，国営企業の私有化が開始され，企業の破

綻処理の必要性が生じたため，１９９４年3に倒産法が制定された。 

その後，１９９８年4及び２００３年5に倒産法の大改正が行われ67，新たな再建型倒産手続の導入

等が行われたものの，これらの改正法によって導入された種々の新制度に実務の運用が追いつかず，

また，これらの大改正に伴い複雑化した倒産法の内容を解説する包括的な書籍も存在しない状況に

あった。 

このため，同国における倒産法の運用においては，倒産法の運用者である経済裁判所裁判官や，

倒産関連国家機関（現行の倒産法第25条の「倒産事件を管轄する国家機関」（現在は，「非独占化及

                                                 
1 当部におけるウズベキスタン共和国に対する法整備支援の取組（「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書プロジェ

クト」発足前まで）については，丸山毅「ウズベキスタン共和国の司法制度について」本誌第４号 62 ページ，「第

１回ウズベキスタン国法整備支援研修（2002）結果の概要」本誌第９号 139 ページ，「ウズベキスタン招へい専門

家報告」本誌第 18 号 95 ページ，黒川裕正・小山田実「ウズベキスタン共和国の不動産登記制度概観」本誌第 15

号 4 ページ，工藤恭裕「特集：各国法整備支援の状況～ウズベキスタン～」本誌第 16 号 20 ページ，「第 3 回ウズ

ベキスタン法整備支援研修概要」本誌第 19 号３ページを参照 
2 ウズベキスタン共和国においては，経済分野で発生する紛争や倒産事件は，一般の民事事件を取り扱う裁判所

ではなく，経済裁判所の管轄に属する（経済訴訟法 23 条１項参照）。経済裁判所は，最高経済裁判所並びに同国

の各州（12 州），カラカルパキスタン自治共和国及びタシュケント市に設置されている経済裁判所(14 か所)から

構成される。 
3 この制定当初の倒産法（第１版）は，わずか全 35 条であった。 
4 この 1998 年の大改正による倒産法（第２版）は，全 133 条であった。この大改正により，再建型倒産手続であ

る「外部管財」が設けられた。 
5 この 2003 年の大改正による倒産法（第３版）が現行の倒産法であり，全 192 条で構成されている。この大改正

により，DIP 型の再建型倒産手続である「裁判上の再生支援」が設けられたほか，債務者資産の保全及びその財

務状況を分析するための手続である「監視」が設けられた。 
6 現行のウズベキスタン共和国倒産法の条文訳（仮訳）については，本誌第 19 号 14 ページに掲載しているが，

本注釈書日本語版の作成に際して，条文訳の改訂を行った。改訂後の条文訳（仮訳）については，本注釈書日本

語版の電子データと併せて，法務省ウェブサイト(http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/index.html)に掲載する

予定である。 
7 現行のウズベキスタン共和国倒産法の詳細な解説としては，遠藤賢治「ウズベキスタン共和国の新倒産法と企

業売却」比較法学第 38 巻第２号 129 ページがある。 
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び競争・企業活動支援国家委員会」（以下，「非独占化委員会」という。）がこれに該当する。）や税

務機関等）の職員により，倒産法の条文の規定どおりの倒産事件処理がされておらず，恣意的な条

文の解釈が散見されること，また，倒産法の大改正により新規に導入された再建型倒産手続の存在

自体や具体的な適用方法が必ずしも一般に周知されていないこともあり，再建不能な状態まで企業

が放置され，当該再建型倒産手続が活用されていない等の問題が生じていた。 

さらに，２００３年の倒産法の大改正により，裁判所任命管財人制度が発足したが，裁判所任命

管財人が行うこととされた業務内容が多岐にわたる複雑なものであることから，裁判所任命管財人

においても，経済裁判所裁判官等と同様に，恣意的な条文の解釈が散見され，適切な倒産事件処理

が行われていないという実態があり，倒産法の運用を改善するためには，裁判所任命管財人の倒産

法に関する知識の向上を図ることが喫緊の課題とされていた。 

このような背景の下，同国最高経済裁判所は，倒産法の運用を改善するために，倒産法に関する

包括的な書籍を発刊することを計画していたものである。 

この要請に対し，JICA及び国際協力部では，倒産法は市場経済化促進のために不可欠な法律であ

るところ，倒産法に関する包括的な書籍の発刊は同国における倒産法運用の改善に寄与するもので

あり，これまでJICA及び国際協力部が同国に対して実施してきた市場経済化促進のための法整備支

援活動の目的と合致することから，この要請にこたえることとした。 

そして，２００４年７月に，JICA短期派遣専門家として同国に派遣された大阪大学大学院高等司

法研究科池田辰夫教授，国際協力総合研修所下田道敬国際協力専門員及び当時の国際協力部長田内

政宏らが，当時の同国最高経済裁判所第一副長官であり，倒産法に関する包括的な書籍の発刊計画

についての責任者であるアジモフ・ムラット・カリモヴィッチ氏（現・非独占化委員会法務部長）

と協議の上，同国最高経済裁判所をカウンターパートとするJICA技術協力プロジェクトである「ウ

ズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」（以下，「本プロジェクト」という。）を発足させ，ウズベ

キスタン共和国倒産法に関する包括的な書籍として「注釈書」を作成することを内容とする協議議

事録(Minutes of Meeting:M/M)を締結し8，当部は本プロジェクトの実施に協力することとした9,10。 

                                                 
8 本プロジェクト（実施期間：2005年８月～2007 年９月）においては，2004 年７月に締結した協議議事録(M/M)に基づ

きウズベキスタン側ワーキンググループが本注釈書の草案の執筆準備を開始し，2004 年 10 月から，従前 JICA 及び当部

が同国に対して実施していた国別特設研修のスキームを利用して，ウズベキスタン側と日本側のワーキンググループが当

該草案の協議を開始している。 
9 本プロジェクトの概要については，拙稿「ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクト」本誌第24号１ページ，

「注釈書の在るべき姿について考える」法曹第669号（平成18年７月号）23ページ（法務省ウェブサイトでも閲覧可能

（http://www.moj.go.jp/HOUSO/genba/manabu.html）），松嶋希会「ウズベキスタン倒産法注釈書支援」香川孝三・金子由

芳編「法整備支援論 制度構築の国際協力入門」（ミネルヴァ書房）130ページのほか，法務省ウェブサイト掲載記事「ウ

ズベキスタン倒産法注釈書作成支援プロジェクトの概要」（http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/uzproject_1.html）を

参照。なお，上記の文献等では，プロジェクト名を「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書作成支援プロジェクト」と称し

ているが，本稿執筆時点では，注釈書の作成支援活動は既に終了し，プロジェクト活動の主軸が「注釈書の普及活動」に

移行していることから，プロジェクト名を「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」と称することとした。 
10 ウズベキスタン共和国に対するJICA技術協力プロジェクトとしての法整備支援活動としては，本プロジェクトのほか，

名古屋大学大学院法学研究科及び法政国際教育協力研究センター(CALE)が中心となり，同国司法省をカウンターパートと

して実施している「ウズベキスタン企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プロジェクト」（実施期

間:2005年11月～2008年９月）がある。杉浦一孝「名古屋大学による法整備支援活動の概要」本誌第27号31ページ，

桑原尚子「新々ウズベキスタン便り」CALE NEWS第18号16ページ，第19号24ページ，第20号20ページ，「Newウズベ

ク便り」同誌第21号15ページ，同誌第23号「特集 2007年度CALE・法学研究科プロジェクト紹介」５ページ(市橋克

哉)等を参照。なお，同プロジェクトの基本情報は，JICAナレッジサイト（http://gwweb.jica.go.jp/km/km_frame.nsf）

で公開されている。 
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本プロジェクトにおいては，ウズベキスタン側及び日本側でそれぞれワーキンググループを

形成して，注釈書執筆作業を進めることとした。ウズベキスタン側では，アジモフ氏を責任者

とし，経済裁判所裁判官や非独占化委員会の職員等 10 名をメンバーとするワーキンググルー

プが形成され，日本側でも，池田教授を責任者とし，倒産法の専門家等６名11で構成される「ウ

ズベキスタン倒産法注釈書作成支援作業部会」を形成したほか，本プロジェクト活動内容の強

化のため，２００６年４月から，松嶋希会弁護士を JICA 長期派遣専門家としてウズベキスタ

ンに派遣し12，ワーキンググループを形成した。そして，両国のワーキンググループが，２０

０４年１０月から２００６年１２月までの間，倒産法注釈書の草案の内容について，継続的に

協議を実施して草案の改訂を進め，その結果，２００７年３月に「ウズベキスタン共和国倒産

法注釈書」（以下，「本注釈書」という。）のロシア語版を発刊するに至った13。 

この「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書」（ロシア語版）は，Ａ５版ハードカバー，全

608 ページにわたるものであり，3,000 部が発刊された。 

本プロジェクトにおいては，同国最高経済裁判所の意向により，発刊した本注釈書を流通

経路に乗せて書店等で販売する方法は採らず，本注釈書を必要としていると想定される関係

機関に無償配布することとしている。 

なお，本プロジェクトにおいては，本注釈書ロシア語版の電子データ(PDF ファイル)を最

高経済裁判所や非独占化委員会等のウェブサイトに掲載し，だれでも当該電子データをダウ

ンロードできるようにしている14。 

 

２ 注釈書の普及活動～「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレゼンテーション」の開催 

本プロジェクトの本来の目標は，本注釈書の存在を周知し，本注釈書の活用を促すことに

よって，倒産法の運用の改善につなげることであり，本注釈書はそのための手段として位置付けら

                                                 
11 池田教授以外のメンバーは以下のとおり（順不同，敬称略。肩書は2007年９月現在）。出水順（弁護士・大阪大学

大学院高等司法研究科教授），下村眞美（大阪大学大学院高等司法研究科教授），遠藤賢治（早稲田大学大学院法

務研究科教授:委嘱期間は，2007 年３月末まで），伊藤知義（中央大学法科大学院教授）及び当職 
12 本プロジェクトは，開始当初は，長期派遣専門家を現地に派遣しない形態の法整備支援プロジェクトとして開

始された。なお，松嶋希会「国際協力部所属民間人のススメ」本誌第 27 号 87 ページ参照 
13 本プロジェクトにおける注釈書の草案の内容についての協議及び注釈書の草案の改訂作業は，ロシア語及び日

本語を用い，通訳・翻訳を介して行った。ウズベキスタン共和国の国語はウズベク語であるが，ロシア語を使用

した理由については，①ウズベキスタン共和国においては，現在でもロシア語が民族間交流語として使用されて

おり，ウズベキスタン側ワーキンググループメンバーはロシア語を解したこと（さらに，日本側ワーキンググル

ープメンバーの一部もロシア語を解したこと），②ウズベキスタン共和国の法令は，正式にはウズベク語で公布さ

れるが，通常，ロシア語版も作成され，本プロジェクトに必要な資料についてはロシア語で入手することが可能

であったこと，③本注釈書作成作業における通訳・翻訳者は日本側が確保することとなっていたが（本プロジェ

クトでは，本邦研修の際に注釈書の草案の内容についての協議を行うこととしていたので，日本において研修監

理員を確保する必要があった。），日本においては，ウズベク語・日本語の通訳・翻訳を行うことのできる人材を

確保するより，ロシア語・日本語の通訳・翻訳を行うことのできる人材を確保する方が容易であり，優秀な人材

の当てもあったこと等による。本プロジェクトについては，優秀な通訳・翻訳者の助力を得ることができたこと，

また，特殊な法令用語については訳語表を作成するなど，通訳・翻訳作業に際しての工夫を行ったこと等により，

効率的にプロジェクトを進めることができた。この点の取組については，岡林直子「ウズベキスタン倒産法注釈

書作成支援プロジェクトに参加して」本誌第 31 号 171 ページを参照 
14 本注釈書（ロシア語版）の電子データについては，本プロジェクトにおける「注釈書の普及活動」の結果，タ

シュケント市弁護士会やウズベキスタン日本人材開発センター（ロシア語ウェブサイト）等のウェブサイトから

もダウンロードできるようになっている。また，2007 年９月末現在，ウズベキスタン日本人材開発センター（ウ

ズベク語ウェブサイト）からは，本注釈書のウズベク語版の電子データもダウンロードできるようになっている。 
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れるものである。 

その観点からは，本プロジェクトの活動内容としては，単に本注釈書を発刊することにとどまる

のではなく，本注釈書の存在の周知や活用を促す施策を講じることが不可欠である。 

そこで，本プロジェクトにおいては，プロジェクト終了時期を２００７年９月末に設定した上で，

本注釈書発刊後に一定の期間を設け，その期間中に本注釈書の存在の周知や活用を促す施策を講じ

るための活動を行うこととしており，本プロジェクトにおいては，このような活動を「注釈書の普

及活動」と称している。 

そして，本プロジェクトの目標を達成するためには，いかに，かつ，だれに対して，「注釈書の普

及活動」を行い，倒産法の運用の改善につなげるか，ということが課題となるところである。 

「注釈書の普及活動」の実施に際しては，２００７年３月の本注釈書ロシア語版の発刊に先立ち，

２００７年２月に，当部部長の稲葉一生及び当職がJICA短期派遣専門家としてタシュケントに派遣

され，最高経済裁判所やウズベキスタン側ワーキンググループ等と，今後「注釈書の普及活動」を

いかに実施していくかという問題について協議を行うとともに，「注釈書の普及活動」のための一つ

の試みとして，JICA ウズベキスタン事務所が毎年実施している“JICA annual press tour for 

journalists”（２００７年２月９日実施）に参加することとした。この「プレス・ツアー」は，ウ

ズベキスタン共和国において実施されている JICA 事業を同国のマス･メディアに紹介するため，取

材陣を当該JICA 事業が実際に行われている現場に案内し，当該JICA 事業の担当者による取材陣に

対する事業概要紹介及び取材陣から当該担当者に対するインタビューを行うものであるが，この「プ

レス・ツアー」に本プロジェクトも取材対象として採り上げてもらうこととした。「プレス･ツアー」

における本プロジェクトの紹介は，非独占化委員会を会場として行われ，稲葉及びアジモフ氏が取

材陣に対応した。 

ただ，本プロジェクトとしては，本注釈書の存在を民間企業，銀行，大学・教育機関，弁護士会，

国際機関等，本注釈書を必要としていると想定される関係機関に知ってもらうことを目的として，

法律・ビジネス系の新聞や雑誌等のマス・メディアに対して「プレス・ツアー」への参加を依頼し

ていたのであるが，この「プレス･ツアー」は広く JICA 事業一般を紹介することを目的としている

こともあり15，これら法律・ビジネス系の新聞や雑誌等のマス・メディアの参加を十分に得ることが

できなかった。その結果，本プロジェクトを採り上げたマス･メディアは少数にとどまり，「注釈書

の普及活動」という観点からは十分な成果を上げることができなかった16。事実，本注釈書ロシア語

版の発刊後，本注釈書を民間企業，銀行，大学・教育機関，弁護士会，国際機関等に直接配布をす

るために訪問した際も，本注釈書の存在をあらかじめ知っていた担当者は，ほとんど存在しない状

                                                 
15 この「プレス･ツアー」では，非独占化委員会のほか，タシュケント市立第一病院（青年海外協力隊派遣事業），

タシュケント金融大学及び女性企業家協会（共にシニア海外ボランティア派遣事業）も取材対象となっていた。

なお，非独占化委員会においては，本プロジェクトと併せて，「ウズベキスタン企業活動の発展のための民事法令

および行政法令の改善プロジェクト」の紹介･取材も行われた。 
16 本プロジェクトがマス･メディアにほとんど採り上げらなかった理由については，「プレス・ツアー」実施時点

では，まだ本注釈書が発刊されておらず，視覚に訴える成果物のない状態では，本プロジェクトのような，ただ

でさえ抽象度の強い法整備支援活動のイメージがマス･メディアに伝わりにくく，マス･メディアの方でも採り上

げにくかったという事情もあると思われる。 
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態であった17。 

このようなことから，とりわけ，民間企業，銀行，大学・教育機関等の「民間セクター」に対し，

いかに「注釈書の普及活動」を行うかということが課題になってきた。 

上述のとおり，現在のウズベキスタン共和国における倒産法の運用についての問題点としては，

倒産法の運用者である経済裁判所裁判官，倒産関連国家機関の職員，そして裁判所任命管財人によ

り，適切な倒産事件処理が行われていないことや，改正された倒産法が採用した再建型倒産手続が

利用されていないことが挙げられるところである。 

このような問題点の改善を図るためには，これら倒産法の運用者が倒産法に対する理解を深める

必要性があることはもちろんであるが，それに加えて，倒産制度の利用者側，つまり，債務者とも

債権者ともなり得る民間企業や銀行等に対して「注釈書の普及活動」を行い，倒産法に対する理解

を深めてもらうことも極めて重要である。 

また，中長期的な視点からは，将来の倒産法の運用の担い手を養成する観点から，法学部，経営

学部等を有する大学・教育機関に対しても「注釈書の普及活動」を行う必要がある。 

以上のように，本プロジェクトにおいては，倒産法の運用改善のためには，倒産法の運用者に対

する普及活動に加え，民間企業，銀行，大学・教育機関等の「民間セクター」への「注釈書の普及

活動」が重要であると認識しているところである。 

このようなことから，本プロジェクトにおいては，本注釈書発刊後，民間セクターに対する本注

釈書の配布に取り組んでいるものの，多種多数の利害関係人が発生する倒産事件においては，民間

セクター内で本注釈書を必要とする者を特定し，本注釈書の存在の周知や活用を促す施策を講じる

ことは困難であるのが現状である。 

このような事情にかんがみ，本プロジェクトにお

いては，本注釈書の発刊を契機として，主に法律・

ビジネス系の新聞や雑誌等のマス・メディアを通し

て，倒産法の運用者はもとより，民間企業，銀行，

大学・教育機関等の「民間セクター」に対して本注

釈書の存在を広く周知することを目的として，「ウ

ズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレゼンテ

ーション」（以下，「本プレゼンテーション」とい

う。）を開催することとしたものである。 

本プレゼンテーションは，ウズベキスタン共和国

最高経済裁判所と JICA の共催により，２００７年

６月２９日に，タシュケント市内にあるナショナ

ル・プレス・センターにおいて開催された。 

                                                 
17 これらの機関等の担当者に実際に直接注釈書を配布した松嶋専門家の報告による。なお，本プロジェクトにお

いては，注釈書が，配布先の機関の長や支店長等ではなく，実際に倒産事件を担当するであろう法務部や融資部

等に配布されるようにするため，また，本注釈書を発刊した趣旨や本注釈書の特徴を配布先に直接伝え，併せて，

配布先の倒産制度・実務に対する認識等についての情報収集をするために，できるだけ本注釈書の配布先を直接

訪問し，本注釈書を直接配布するようにしている。 

ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレゼ

ンテーションの様子(２００７年６月２９日開

催 於：タシュケント市ナショナル・プレス・

センター) 
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本プレゼンテーションには，日本側からは，楠本祐一大使（当時），西宮宣昭 JICA ウズベキスタン

事務所長のほか，日本から，本プロジェクト日本側ワーキンググループの長である池田教授と当部

部長の稲葉が参列し，池田教授によるスピーチ及び楠本大使からのあいさつを頂いた。一方，ウズ

ベキスタン側においては，アフマノフ・ヌルマット最高経済裁判所第一副長官が本プレゼンテーシ

ョンの司会を務められ，開会あいさつをされたほか，アジモフ氏によるスピーチ及びウズベキスタ

ン側ワーキンググループメンバーであるオトハノフ・フォジルジャン・カイダロヴィッチ司法大臣

（当時。なお，当日は所用のため，司法省次官が代読）からのあいさつを頂いた。参列者からは，

本プロジェクトの実施や本注釈書の発刊についての意義，また，本注釈書発刊後の「注釈書の普及

活動」の必要性や今後の計画等について紹介があった。そして，本プレゼンテーション終了後，参

列者は，ウズベキスタン側のマス・メディアからの個別取材に対応した。 

当日の本プレゼンテーションの参加者は50名程度であり，法律・ビジネス系のマス・メディア18の

ほか，各種政府機関，弁護士会等民間セクター，国際援助機関，周辺国大使館等からの参加があっ

た。本プレゼンテーションの様子は地元のテレビニュースでも放映されたほか，同国最高経済裁判

所や非独占化委員会のウェブサイト等でも紹介されている。また，在ウズベキスタン日本国大使館

ウェブサイト（http://www.uz.emb-japan.go.jp/jp/cooperation/technical-partnership/ 

projects/）でも紹介されている。 

 

３ 注釈書ウズベク語版，英語版及び日本語版の発刊 

本プレゼンテーション実施時においては，本注釈書はロシア語版のみが発刊されていたが，本プ

ロジェクトにおいては，ロシア語版のほか，ウズベキスタン共和国の国語であるウズベク語により

執筆されたウズベク語版，そして，英語版及び日本語版も発刊することとしており19，ウズベク語版

及び日本語版は，２００７年９月末に発刊された20。同国においては，ロシア語が通用するのは都市

部が中心であり，現在は学校教育もウズベク語で行われていることから，本注釈書の存在の周知や

活用を促すためにはウズベク語版の発刊が必須である。事実，４で後述する地方セミナーを実施し

た際にセミナー参加者から提出された質問票を見ると，ウズベク語版の発刊を望む声が多数記載さ

れていた21。ウズベク語版については，4,000部を発刊した。ウズベク語で記載された法律図書が非

                                                 
18 ただし，本プレゼンテーションの開催に際しての準備不足等により，本プレゼンテーションのメイン・ターゲ

ットである法律・ビジネス系のマス･メディアの参加数は，当初の想定より少数にとどまり，課題を残した。もっ

とも，本プレゼンテーション開催後，本プレゼンテーションに参加しなかった法律・ビジネス系のマス・メディ

アからも，JICA ウズベキスタン事務所に対し，本注釈書についての問い合わせがあると聞いており，法律・ビジ

ネス系のマス・メディアが本注釈書に対し関心を有していないということではないと思われる。 
19 本注釈書の印刷・製本作業については，ロシア語版及びウズベク語版はもちろんのことであるが，日本語版及

び英語版についてもタシュケントで行うこととした。これば，日本よりもウズベキスタンの方が印刷・製本作業

が安く，より多くの部数を発刊できること，また，本注釈書については，ウズベキスタン側ワーキンググループ

メンバーが執筆したロシア語版の内容に基づき，日本語版及び英語版を作成しているが，日本語版及び英語版の

内容のチェック作業や編集作業については，ロシア語及び英語を解する松嶋専門家及びシャリポフ氏が当該作業

に当たることが効率的であることによる。 
20本注釈書の英語版については，2007 年度中に発刊される予定である。 
21この点に関連して，本プレゼンテーションの進行はロシア語で行われたが，本プレゼンテーション終了後のウ

ズベキスタン側のマス・メディアからの個別取材の際に，ウズベキスタン側のマス・メディアからは，「このプレ

ゼンテーションはウズベキスタンで開催しているのに，なぜウズベク語を使用しないのか」という質問を複数受

けた。なお，地方セミナーの進行は，大部分がウズベク語で行われた。 
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地方セミナーの参加者（ウルゲンチ市での地方

セミナー，中央は松嶋専門家，左隣及び右隣は

セミナー講師のウズベキスタン側ワーキンググ

ループメンバー） 

常に少ない現状にかんがみると，本注釈書のウズベク語版の発刊には，大きな意義があるものと思

われる。 

また，同国に進出・投資しようとしている外資系企業にウズベキスタン共和国倒産法の内容を知

ってもらうことも必要と思われることから，英語版及び日本語版も発刊することとしている。特に，

日本語版については，同国を始めとする中央アジア諸国の法制度を日本語で紹介した書籍の数が決

して多くない現状にかんがみると，本注釈書の日本語版は，この分野における貴重な資料になり得

るものである。本注釈書の日本語版が，日本によるウズベキスタン共和国に対する法整備支援活動

の成果物として位置付けられる存在であることはもちろんであるが，それにとどまらず，ウズベキ

スタン共和国の倒産法制の研究及び倒産実務において実際に活用されることはもちろん，ウズベキ

スタン共和国倒産法の母法であるロシア連邦倒産法や他の中央アジア諸国の倒産法の比較研究等に

活用されることが期待されるところである。 

 

４ 「地方セミナー」の開催 

本プロジェクトにおいては，上述のとおり，発刊し

た本注釈書を，倒産法の運用者たる経済裁判所を始め

とする各種政府機関や裁判所任命管財人，そして倒産

法の利用者たる民間セクターに対し無償配布をする

とともに，「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊

プレゼンテーション」のような広報活動も行っている。

しかし，同国においては，交通・通信インフラが必ず

しも整備されておらず，とりわけ地方においてはイン

ターネット環境も極めて悪いため，首都タシュケント

とそれ以外の地方との情報格差が大きく，タシュケン

トにおける「注釈書の普及活動」のみでは，同国全土

において本注釈書の存在の周知や活用を促すには限

界がある。また，「注釈書の普及活動」の性質上，本

注釈書の作成に実際に携わった担当者が実施に各地

方に赴いた上で倒産法の運用者及び利用者をターゲ

ットとしたセミナーを開催し，当該担当者がセミナー

参加者に対して直接，本注釈書を作成した理由や，本

注釈書を作成するに際して工夫した点，本注釈書を作

成する際に議論になった点等を紹介，説明しつつ，本

注釈書の存在の周知を行い，その活用の必要性を理解

してもらうことが効果的である。 

そこで，本プレゼンテーション開催後，「注釈書の

普及活動」の一環として，同国最高経済裁判所，非独

占化委員会及び JICA の共催により，ウズベキスタン

地方セミナーの様子（２００７年７月１２日開催

於：ホレズム州経済裁判所（ウルゲンチ市）） 
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共和国の全土，すなわち，同国内のカラカルパキスタン自治共和国，12の州及びタシュケント特別

市22をカバーする「地方セミナー」を開催することとしている。 

この「地方セミナー」については，同国の主要６都市（フェルガナ，ウルゲンチ，サマルカンド，

ブハラ，テルメズ，タシュケント）において，２００７年７月から８月にかけて開催する計

画であったが，２００７年９月末現在，フェルガナ，ウルゲンチ，サマルカンド及びブハラ

において開催済みである。テルメズ及びタシュケントでの開催については，本注釈書のウズ

ベク語版の発刊後に実施した方が，よりＰＲ効果が発揮できると考えられることから，ウズ

ベク語版発刊後に開催される予定である。 

各地方セミナーは，二部構成で行われ，第一部においては，ウズベキスタン側ワーキング

グループのメンバーが分担して発表を担当し，発表内容のテーマとしては，同国における倒

産法制の発展に関するものや，本注釈書で採り上げられている問題をより周知させるための

ものが採り上げられた。また，JICA 側からは，松嶋専門家及び JICA ウズベキスタン事務所

職員のシャリポフ・シャリフゾダ氏がすべての地方セミナーに参加して発表を行い，本注釈

書草案執筆時に採り上げられた問題点や，本注釈書の構成，あるいは本注釈書を作成するに

際して工夫した点等について発表した。 

第二部は，第一部の発表内容に関する質疑応答が行われ，セミナー出席者から提出された

質問票に対し，ウズベキスタン側ワーキンググループのメンバーが回答することにより進め

られた23。セミナー参加者から提出された質問票には，第一部の発表内容に関する質問のほ

か，本注釈書の発刊を評価する意見や，ウズベク語版の発刊を期待する意見も多数記載されている。 

なお，地方セミナーの詳細については，資料２-３の公開セミナー「ウズベキスタンにおける倒産

制度・実務の現状と今後の課題―倒産法注釈書作成支援を通じて―」における非独占化委員会プラ

トフ・バハディル・ウトゥクロヴィッチ倒産企業清算・管財人監督部長による発表「注釈書活用促

進のための具体的取組について―地方セミナーの開催―」及びシャリポフ氏による発表「民間セク

ターに対する倒産制度の広報活動とその必要性について」を参照いただきたい。 

 

５ 日本における公開セミナーの開催 

本プロジェクトにおいては，上記のとおり，ウズベキスタン共和国内において「注釈書の普及活

動」を展開してきたところであるが，日本においても，同国から，アフマノフ氏，アジモフ氏，プ

ラトフ氏のほか，フェルガナ州経済裁判所長のソリエフ・イスモイル・コミロヴィッチ氏及び最高

経済裁判所国際部のアキロフ・ムズラブホン氏を招へいした上で（なお，シャリポフ氏も来日予定

であったが，都合により，来日は中止となった。），２００７年９月３日に，法務総合研究所及びJICA

共催による公開セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題―倒産法注

                                                 
22 ウズベキスタン共和国では，タシュケント市は特別市とされており，州と同格とされている。 
23 なお，この地方セミナーにおける質問票の質問事項の内容については，極めて基本的なものが多く見られ，倒

産法の条文を見れば回答を容易に導き出せるものも多かったところである。このような現状は，地方においては

いまだ倒産法の内容が必ずしも周知されていないことを物語っているということができ，地方に対する「注釈書

の普及活動」を継続することの必要性及び重要性を浮き彫りにしているともいえよう。 
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釈書作成支援を通じて―」（以下，「本セミナー」という。）を大阪で開催した24。 

 

 本セミナーには約40名が参加し，日本側から

は，日本側ワーキンググループメンバーから池田

教授及び出水弁護士，そして当部部長の稲葉が発

表を行い，ウズベキスタン側からは，アフマノフ

氏，アジモフ氏，プラトフ氏及びシャリポフ氏（た

だし，シャリポフ氏の発表は，JICA 社会開発部

第一グループガバナンスチーム竹内麻衣子氏が

代読）がそれぞれ発表を行い，その後，会場との

質疑応答が行われた25。 

本セミナーは，本注釈書の発刊を契機として，

①ウズベキスタン共和国あるいは中央アジア諸

国に対する日本の法整備支援活動としての本プロジェクトの概要を広く一般に紹介すること，②本

プロジェクトの実施過程で判明したウズベキスタン共和国における倒産制度・実務の現状やその問

題点を採り上げ，今後の課題について考察する材料とすること，③法整備支援活動における成果物

の「普及活動」の実例や問題点等についての情報を，他の法整備支援実施機関・担当者に提供する

ことを目的として開催したものである。 

①については，当部のウズベキスタン共和国に対する法整備支援活動は，ベトナムやカンボジア

等の東南アジア諸国に対する法整備支援活動と比較すると歴史が浅く，また，本プロジェクトの規

模が比較的小さいこともあり，本プロジェクトの活動内容はもちろん，存在自体も余り知られてい

ないのが現状であることから，本プロジェクトの活動内容の概要や意義を広く周知するという発想

に基づくものであった。 

②については，本プロジェクトは２００７年９月末をもって終了するが，本プロジェクトの本来

の目標を達成するためには，本プロジェクト終了後も，ウズベキスタン側の実施主体である最高経

済裁判所等が「注釈書の普及活動」を継続して実施する必要があるところ，ウズベキスタン側にそ

の必要性及び重要性を改めて考察してもらう機会を設けるという発想に基づくものであった。 

                                                 
24 今回の招へいの目的は，アフマノフ氏，アジモフ氏及びアキロフ氏を法務総合研究所において専門家として招

へい（招へい期間:2007 年８月 31 日～９月５日）することと併せて，プラトフ氏及びソリエフ氏を JICA におい

て本邦研修員として招へい（招へい期間:2007 年８月 31 日～９月７日）した上で，法務総合研究所及び JICA が

協同して「ウズベキスタン倒産法注釈書活用促進に向けたワークショップ」を実施することであった。同ワーク

ショップは，現地において実施した「注釈書の普及活動」等についての招へい者によるプレゼンテーション，本

プロジェクトについての招へい者と日本側ワーキンググループメンバーとの意見交換会並びに本プロジェクトの

日本側実施主体（JICA）及びウズベキスタン側実施主体（最高経済裁判所）によるプロジェクト合同評価等を実

施し，これまでの本プロジェクトの活動内容の総括と本プロジェクト終了後に最高経済裁判所等が取り組むべき

課題についての検討を行うことを目的としており，本セミナーの開催は，同ワークショップにおける活動の一環

として実施したものである。 
25 なお，本セミナー及び上記ワークショップの実施に当たっては，JICA 社会開発部第一グループガバナンスチ

ーム，JICA 大阪国際センター，財団法人国際民商事法センター，財団法人日本国際協力センター(JICE)研修監理

員の岡林直子氏，大阪外国語大学大学院言語社会研究科の鮎川和美氏等の多大な御協力・御尽力を頂いた。この

紙面を借りて厚く御礼申し上げたい。 

公開セミナーの様子（２００７年９月３日開催

於：法務総合研究所国際協力部「国際会議室」）
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③については，本プロジェクトのみならず，法整備支援活動においては，その支援活動による成

果物をいかに普及し，継続的に有効活用されるようにするかが重要な課題となると思われるところ，

本セミナーにおいて「注釈書の普及活動」を採り上げ，法整備支援活動の成果物についての普及活

動の具体的実例やその手法，そして今後の問題点等についての情報を他の法整備支援実施機関や担

当者に提供し，情報共有を図っていくことは，我が国の法整備支援活動にとっても極めて有益であ

るという発想に基づくものであった。 

本セミナーにおいては，「注釈書の普及活動」というテーマを正面から採り上げ，ウズベキスタン

側からも，「注釈書の普及活動」について，かなり具体的，かつ，詳細な発表がされたが，これまで

の法整備支援活動に関するセミナー，シンポジウム等においては，活動結果としての「成果物」を

採り上げるものは存在しても，本セミナーのように，活動結果の成果物の「普及活動」を採り上げ

たものは余り存在しなかったと思われる。その理由としては，これまで日本が行ってきた法整備支

援活動は，法令の起草・改正支援が多く，その成果がようやく「成果物」として結実する段階にた

どり着いたところであって26，まさにこれから「普及活動」が行われる段階にあるということもある

と思われるが，他の理由として，「成果物」については日本国内においても評価や分析を行うことが

可能であるのに対し，「普及活動」は，日本国内ではなく，支援対象国において展開されるため，日

本から見ると遠い場所で行われているものであり，なかなか現実のものとして身近に感じられない

こと，また，「成果物」は評価や分析の対象として採り上げやすく，どちらかというとセミナー，シ

ンポジウム等の場で採り上げることになじみやすいことに対して，「普及活動」は極めて実践的な活

動であり，評価や分析の対象として採り上げにくく，どちらかというとセミナー，シンポジウム等

の場で採り上げることにはなじみにくいということ等があると思われる。 

そのため，本セミナーのような「普及活動」を正面から採り上げたセミナーについては，日本国

内においては，その開催の趣旨が伝わりにくかった点もあると思われるが，最近の日本における法

整備支援活動の傾向として，制定された法令の適正な運用を確保するための教材作成や人材育成等

が一層重視されつつあるところ，本セミナーのような切り口は，今後，他の法整備支援活動にとっ

ても，必要になってくるのではないかと思われる。一方で，本セミナーのような切り口の場合，「普

及活動」の当事者以外のセミナー参加者（あるいは，セミナーへの参加想定者）に対し，いかに「普

及活動」についての考察の重要性を伝えていくかが課題となろう。その意味で，本セミナーは一つ

の新しい試みであったが，今後の他の法整備支援活動にとって何らかの参考となる情報を提供でき

ることにつながれば幸いである。 

 

 

 

                                                 
26 その例として，ベトナム民事訴訟法（2004 年６月成立），ベトナム改正破産法（2004 年６月成立），ベトナム

改正民法（2005 年６月成立），カンボジア民事訴訟法（2006 年７月成立）等が挙げられる。もっとも，近年は，

「カンボジア王国裁判官・検察官養成校民事教育改善プロジェクト」（本誌第 25 号３ページ及び法務省ウェブサ

イト掲載記事（http://www.moj.go.jp/HOUSO/CAMBODIA/c-01.html）参照），「ラオス法制度整備プロジェクト」（本

誌第 30 号４ページ参照），「インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクト」（本誌第 30 号 114 ページ及び本

号 219 ページ参照）等のように，本プロジェクトも含め，法令の適正な運用を確保するための教材作成や人材育

成等をプロジェクト目標として設定する法整備支援プロジェクトが増えつつある。 
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６ おわりに 

以上，本稿において，本プロジェクトの概要，本注釈書の発刊に至るまでの経緯及び本注釈書発

刊以降の「注釈書の普及活動」等について紹介したが，以下，本誌において，「ウズベキスタン共和

国倒産法注釈書発刊プレゼンテーション」（資料 1-1～1-3）及び公開セミナー「ウズベキスタンに

おける倒産制度・実務の現状と今後の課題―倒産法注釈書作成支援を通じて―」（資料 2-1～2-4）

のプログラム，発表内容（開催記録）及び配布資料等を参考に掲載し，紹介することとしたい。 

なお，上記５①に関連して，当部としては，引き続き，本プロジェクトの成果等の情報について

広く発信していくことが重要であると考えているが，本注釈書（ロシア語版）の電子データについ

ては，現在，法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/index.html）に掲載して

いるほか，ウズベク語版，英語版及び日本語版の電子データについても，掲載の準備が整い次第，

同ウェブサイトに掲載する予定である。 

また，本注釈書のロシア語版，ウズベク語版，英語版及び日本語版の電子データについては，今

後，JICA ナレッジサイト（http://gwweb.jica.go.jp/km/km_frame.nsf）にも掲載される予定であ

る。 

さらに，本プロジェクトの実施に際しては，ウズベキスタン共和国倒産法の関連法令についても

研究を行ったが，これら関連法令の和訳や，中央アジア諸国及びロシア連邦の倒産法等の和訳につ

いても，今後，法務省ウェブサイト（http://www.moj.go.jp/HOUSO/houkoku/index.html）に掲載す

る予定である。 

なお，本稿は，上記のとおり，本プロジェクトの概要，本注釈書の発刊に至るまでの経緯及び本

注釈書発刊以降の「注釈書の普及活動」等について紹介することを主たる目的としており，本プロ

ジェクトの問題点や本注釈書の内容の分析等については，言及していない。これらの点については，

本誌において，別途の機会に採り上げる予定である。 
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A4 版白色ソフトカバー 
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資料 1-1：「注釈書発刊プレゼンテーション」プログラム 

 

ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト 

注釈書発刊プレゼンテーション 

（於：ウズベキスタン共和国タシュケント市） 

 

１．日時：２００７年６月２９日（金曜日） 10:00～11:00 

２．場所：ナショナル・プレス・センター（16, NAVOYI street, Tashkent） 

３．主催：ウズベキスタン共和国 高経済裁判所，独立行政法人国際協力機構(JICA) 

４．式次第 

（司会：ウズベキスタン共和国 高経済裁判所アフマノフ第一副長官） 

 

9:30-10:00 開場・参加者登録 

10:00 開会 

 

10:00-10:10 開会あいさつ（ロシア語） 

アフマノフ・ヌルマット氏（ウズベキスタン共和国 高経済裁判所第一副長官） 

 

10:10-10:25 スピーチ（ロシア語） 

アジモフ・ムラット・カリモヴィッチ氏 

（ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会法務部長） 

 

10:25-10:40 スピーチ（日本語・ロシア語逐語通訳） 

池田 辰夫氏（大阪大学大学院高等司法研究科教授） 

 

10:40-10:45 あいさつ（ロシア語） 

オトハノフ・フォジルジャン・カイダロヴィッチ氏 

（ウズベキスタン共和国司法大臣） 

 

10:45-10:50 あいさつ（ロシア語） 

楠本 祐一氏（駐ウズベキスタン大使館特命全権大使） 

 

11:00 閉会 

 

終了後 マス・メディアによる個別インタビュー 
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資料 1-2：「注釈書発刊プレゼンテーション」内容紹介（開催記録） 

開会あいさつ 

 

ウズベキスタン共和国 高経済裁判所第一副長官 

アフマノフ・ヌルマット氏 

 

ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレゼンテーショ

ンにおきまして皆様にごあいさつさせていただけることを，

光栄に思います。 

高経済裁判所は，ウズベキスタン共和国倒産法（２００

３年）の注釈書が出版されたことを，この場において御報告

させていただきます。この注釈書は，倒産関連法令分野で初

の包括的な資料となるものです。 

この注釈書は， 高経済裁判所及び日本の国際協力機構(JICA)による共同プロジェクトの成

果でございます。プロジェクトにおける注釈書草案執筆作業は，２００４年に始まりました。 

注釈書草案執筆作業には，ウズベキスタン側の執筆者だけでなく，日本側の倒産制度の専

門家にも参加いただきました。 

倒産法の制定作業にも携わったアジモフ非独占化委員会法務部長をリーダーに，注釈書執

筆のためのワーキンググループには，倒産法を専門とする 10 名の執筆者が参加しました。執

筆者の中には，経済裁判所判事だけでなく，非独占化委員会の職員や，司法省，検察庁の職

員等もいます。 

これまでに，倒産法注釈書のロシア語版が発刊されました。そして，現在，ウズベク語版

の発刊に向け準備を進めているところです。さらに，外国の投資家やビジネス上のパートナ

ーが倒産法への理解を深めることができるよう，英語版及び日本語版の発刊につきましても

作業にとりかかっているところです。 

注釈書は市販を目的としたものではなく，裁判所，非独占化委員会，税務機関，商工会議

所，銀行や，法律，経済，銀行業務，マネージメントを学べる高等教育機関，そして公共図

書館等への無料配布を目的としています。 

また，注釈書が広く活用されるよう， 高経済裁判所のオフィシャルウェブサイトその他

のサイト上に，注釈書の電子データを掲載する準備を進めています。 

高経済裁判所，非独占化委員会及び JICA は，７月から，注釈書の紹介を目的としたセミ

ナーを，フェルガナ，ウルゲンチ，サマルカンド，ブハラ，テルメズ，そしてタシュケント

の６都市で実施する予定です。 

後に，この場をお借りいたしまして，まず，プロジェクト遂行に御協力くださった JICA

に対し，そして，包括的な注釈書を執筆し，我が国の経済的・法的システムに寄与くださっ

たワーキンググループのメンバー各位に対し，深い感謝の意を表したいと思います。 
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スピーチ 

「市場経済の発展における倒産制度の役割について」 

 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会法務部長 

アジモフ・ムラット・カリモヴィッチ氏 

 

皆様，本日は，ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレ

ゼンテーションに御参加いただき，誠にありがとうございます。 

私の方からは，「市場経済の発展における倒産制度の役割に

ついて」というテーマでスピーチをさせていただいます。 

それでは，本題の方へ移らせていただきます。 

倒産法は，市場経済体制下において，不可欠な法制度です。

倒産制度は，債務者を清算することによる商業活動の停止，そ

して，困難な状況に陥った企業に対する再建手続の適用と支払能力回復の機会の供与という

２つの方法によって，市場の健全化を達成し得るものです。 

ウズベキスタンにおける倒産制度は，１９９４年５月５日付け倒産法において確立されま

した。しかし，この倒産法は簡潔なものであり，倒産の際に起こり得るすべての問題を十分

に反映していませんでした。この倒産法制定後の１年間，この法律は実質的には機能せず，

経済裁判所が取り扱った債務者の倒産事件開始申立事件の件数は，わずか２件でした。 

その一方で，これまでの集権的計画に基づき低賃金，低コスト（輸送費，燃料費）で企業

活動を行うことに慣れた多くの国営企業が厳しい競争条件に置かれ，財政的に困難な状態に

陥りました。このような状況において，企業の倒産メカニズムを機能させることが，ウズベ

キスタンの経済を発展させる上で差し迫った要望の一つとなっていました。つまり，倒産制

度の適用によって，非能率的な経営を行っている経営者を交替させるとともに，社会的に有

意義で，かつ，潜在的な収益力のある産業を保護し，赤字企業を再建し，資産関係の安定性

と労働者の雇用を確保するという目的を達成し得るということです。 

１９９５年７月１７日に「倒産法の利用促進に関する内閣令」が制定され，赤字企業経営・

財政活動調査政府委員会が発足しました。１９９６年１２月１１日には，倒産問題の国家統

制・管理を目的とする「倒産法の更なる利用促進についての大統領令」（UP-1658 号）が発布

され，国有資産管理・企業活動支援委員会に属し，企業の倒産防止対策の実施及び調整を行

うための組織的，法律的及び経済的条件の保障，倒産企業に対する倒産・再生支援手続の実

施，並びに債権者の利益と財産権の保護を目的とする「企業倒産委員会」が設立されました。

１９９７年に経済裁判所が倒産を認定した企業の数は，137 に上ります。 

倒産法施行の効果は，１９９８年８月２８日の「倒産法の変更・追加に関する法律」制定

後に高まりました。この法律により制定された「倒産法（第２版）」は，旧倒産法と比べると，

多くの新しい条項が追加されました。条文数は，35 条から 133 条に増えました。この「倒産

法（第 2 版）」においては，「外部管財」という新しい手続が加えられた結果，債権者の権利
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が格段に拡大しました。「倒産法（第２版）」の も重要な点は，倒産兆候（倒産原因）が「支

払不能」から「債務不履行」に変わったということです。「倒産法（第２版）」制定後の倒産

事件数は，１９９８年の 439 件から，２００２年の 1,250 件に増加しました。 

このように，倒産事件の件数が増えるにつれて，実務経験が蓄積され，その一方，倒産法

と関連する法令との相互関係の調整について，不十分な点があることが明らかになってきま

した。そして，倒産法の欠陥を除去する必要性が高まり，「倒産法（第２版）」の変更・追加

が求められました。 

そこで，２００３年４月２４日に倒産法の更なる変更・追加が行われ，現行の「倒産法（第

３版）」が制定されました。この「倒産法（第３版）」は 192 条からなり，倒産兆候（倒産原

因）や債務者の支払能力回復を目的とした再建手続に関連する多くの新しい規定が含まれて

おり，「監視」と「裁判上の再生支援」という２つの新しい手続に関する章の追加や，裁判所

任命管財人制度の導入が行われました。すべての裁判所任命管財人は経済裁判所により任命

され，その監督の下に活動を行います。裁判所任命管財人の養成及び資格審査は，倒産事件

を管轄する国家機関が実施しています。また，裁判所任命管財人は，その職業団体として，

裁判所任命管財人協会を結成しています。 

「倒産法（第３版）」の制定は，倒産制度の効率性を著しく高めました。例えば，倒産件数

は，２００４年は 1,742 件，２００５年は 3,677 件，２００６年は 3,545 件となりました。

このように，経営が破綻した企業に対する清算手続の適用の増加により，経済関係の健全化

は活発になっていますが，これはプラスの現象として評価できます。 

しかし，その一方で，倒産認定はマイナスの結果も持ち合わせています。というのも，倒

産認定は，債務者の財産だけでなく，従業員，パートナー，債権者の権利や利益にも影響を

及ぼし，著しい社会的出費を生むからです。それゆえに，倒産法は，再建手続の適用の可能

性を規定しているのです。初版から第 3 版までのすべての倒産法に，債務者の財務健全化（再

建手続）の可能性についての規定があります。例えば，倒産法１９９４年版（初版）は，再

生支援という手続の適用の可能性を認めています。１９９８年版（第２版）では，さらに，

「外部管財」手続の導入が規定され，２００３年版（第３版）では，「裁判上の再生支援」手

続が導入されました。その他にも，初版から第３版までのすべての倒産法に，和議締結の可

能性，つまり，債務者・債権者間の特別な合意締結の手続と条件が規定されており，和議の

締結により，企業の経済取引が継続し，当該企業の活動を継続することが可能になります。 

先ほど申し上げましたとおり，１９９６年１２月１１日付け大統領令により，「企業倒産委

員会」が設立されましたが，続いて，１９９９年７月２６日付け内閣令第 362 号により，「企

業倒産委員会」は，マクロ経済・分析省（現・経済省）の管轄下に移されました。さらに，

２００５年４月３０日付け大統領令（UP-3602 号）により，「非独占化・競争発展委員会」，「企

業倒産委員会」，及び「国有資産管理・企業活動支援委員会」の中小・民間企業活動発展局を

基盤とした「非独占化及び競争・企業活動支援委員会」が設立され，他の機能と共に，企業

倒産分野における国家調整機能がゆだねられました。 

企業倒産分野における国家調整の根本的課題の一つが，支払不能状態にある企業や赤字の
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企業を明らかにし，それらの企業の財務健全化と再編化の提案を行うことを目的として，定

款資本の一部に国家の持分が含まれている企業の財政経済状況をモニタリングし，分析する

ことです。 

「倒産法（第３版）」施行以降，倒産事件を管轄する国家機関により，共和国内にある 836

の大企業の再編化と財務健全化が行われました。その結果，130 の企業が倒産状態から，88

の企業が赤字状態から脱却しました。 

それと同時に，経済裁判所と倒産事件を管轄する国家機関が扱った倒産事件の研究により，

企業家，行政・経済機関の職員，あるいは裁判所任命管財人が有する，倒産の基本概念，裁

判所任命管財人の法的身分，再建手続等に関する知識のレベルに不十分な点が多いことが明

らかになってきました。また，倒産問題について書かれた文献が極めて少なく，倒産法の注

釈書も存在しませんでした。 

本日紹介する注釈書は，JICA と 高経済裁判所による「ウズベキスタン共和国倒産法注釈

書」作成の共同プロジェクトにおいて作成されたものです。このプロジェクトを進めるに当

たり，ウズベキスタン側ワーキンググループが結成され，日本側の専門家と法務省法務総合

研究所国際協力部（ICD）の助言・協力の下で，この注釈書の執筆を担当しました。このプロ

ジェクトでは，約２年かけて執筆作業が進められ，その間にウズベキスタン側ワーキンググ

ループメンバーが日本を，日本人専門家がウズベキスタンをそれぞれ訪れ，意見交換を行い，

また，セミナーを開催しました。 

倒産法注釈書の作成に携わったワーキンググループメンバーは，この注釈書が倒産法適用

の際に起こり得る難問を解決する一助となること，そして，実務において倒産法が正しく適

用されるべく，この注釈書が活用されることを望んでいます。 

執筆者一同，JICA 及び法務省の御指導と資金援助に対し，深い感謝の意を表したいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

プレゼンテーション参列者。左から池田教授，西

宮所長，楠本大使，オトハノフ司法大臣（代読：

ホルボエフ司法省次官），アフマノフ副長官，ア

ジモフ法務部長 

プレゼンテーションの参加者。手前右は当部稲葉

部長。ウズベキスタン側ワーキンググループメン

バーの姿も見られる。 
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スピーチ 

「日本側ワーキンググループから見たプロジェクト活動と注釈書の特徴について」 

 

大阪大学大学院高等司法研究科教授 池田 辰夫氏 

 

ただいま御紹介いただきました，大阪大学大学院高等司法

研究科教授の池田と申します。 

私は，「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」の日本

側ワーキンググループの長を務めております。おかげさまで，

このプロジェクトが大きな実を結びました。初めての本格的

な注釈書がウズベキスタンにおきまして発刊されましたこと

は，大きな喜びであります。そして本日，その活動に携わっ

た日本側の専門家を代表して，このような場でスピーチさせていただく機会を与えていただ

き，大変光栄に存じます。 

私からは，「日本側ワーキンググループから見たプロジェクト活動と注釈書の特徴につい

て」というテーマで説明をさせていただきます。 

このプロジェクトの日本側協力機関は，日本の法務省法務総合研究所国際協力部でありま

して，本日は，同部の稲葉一生部長も日本から列席されております。２００４年７月，私と

当時の同部部長がタシュケントに参りました。先行しております両国の協力の成果を踏まえ

まして，当時， 高経済裁判所第一副長官であったアジモフ氏等と協議いたしました。その

結果， 高経済裁判所が発刊する倒産法の注釈書の作成を日本側が全力で支援することで合

意が成立しました。このことにより，本プロジェクトが正式にスタートいたしました。そし

て，２００４年１０月には，アジモフ氏やオトハノフ氏等をウズベキスタン共和国倒産法の

専門家として日本にお招きしました。その際，アジモフ氏及びオトハノフ氏からは，ウズベ

キスタン共和国倒産法についての講演を頂いております。 

本プロジェクトにおいては，まず，ウズベキスタン側ワーキンググループが注釈書草案を

作成しました。その草案を日本側ワーキンググループメンバーが検討し，日本側とウズベキ

スタン側ワーキンググループとで協議をするという形でプロジェクトは進みました。協議は，

２年間，定期的に，タシュケントと日本の両方で行われました。 

そして，本年３月に念願の倒産法注釈書のロシア語版が発刊されました。 

この注釈書を作成するに当たっては，倒産実務に携わる人々にとって役立つ内容とすると

ともに，倒産法の専門家でない人々にも分かりやすいように工夫しました。 

まず，注釈書の構成ですが，個別条文解説の前に，各章の冒頭に章全体の解説をしていま

す。これにより，各章の概要が分かるようになりました。 

条文を別途参照しなくてもよいように，注釈書に条文が記載されています。そして，その

条文の各段落に対応して，条文の解説が記載されています。 

また，この注釈書では，複雑な倒産手続の流れを理解しやすくするために，各倒産手続の
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流れを図に示して掲載しました。 

さらに，倒産法に関連する法令を巻末に収録するなど，倒産実務において使用する際の利

便性についても十分配慮した構成や内容となっています。 

さて，このような注釈書が発刊されたわけですが，それで実務が自動的に改善されるわけ

ではありません。その意味で，日本側といたしましては，注釈書を発刊したことは，倒産実

務改革に向けた一里塚にすぎないと考えております。今後とも，ウズベキスタン側において，

この注釈書が効果的に活用されるような継続的な取組が必要であると考えているところです。 

ともあれ，この注釈書の存在が広く知られまして，一層活用され，ウズベキスタンにおけ

る倒産実務が改善されますよう，ひいては広く倒産制度にかかわる制度や実務がより良い方

向に発展していきますよう，そしてウズベキスタンと日本の友好関係がさらに深まることを

強く願っております。 

後になりますが，この注釈書の完成は，ウズベキスタン側はもちろんのこと，日本側の

多くの関係者の尊い志に支えられております。改めて，関係各位の寝食を忘れた御労苦に対

して厚く御礼申し上げる次第です。ありがとうございました。 

 

  

 

 

 

 

プレゼンテーション終了後の個別インタビューの様子（左側:アジモフ法務部長，右側:池田教授）

プレゼンテーション受付の様子 学生からの求めに応じ，注釈書にサインをする

楠本大使 
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あいさつ 

 

ウズベキスタン共和国司法大臣 

オトハノフ・フォジルジャン・カイダロヴィッチ氏 

（代読：ウズベキスタン共和国司法省次官 ホルボエフ・ソビルジョン氏） 

 

本日御列席いただいている関係者の皆様。司法省を代表いた

しまして，本日，ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレ

ゼンテーションを開催いただきましたことに感謝申し上げます。

ウズベキスタン共和国と日本との間で，様々な分野で友好関係，

そして協力関係が発展していることは，とても喜ばしいことで

す。 

その一例として，２００５年１１月３０日，JICA とウズベキ

スタン共和国司法省との間で，「企業活動の発展のための民事法令および行政法令の改善プ

ロジェクト」実施についての協議議事録（Record of Discussion）が締結されたことが挙げ

られます。そして，これまで JICA とウズベキスタン共和国司法省の間のプロジェクトの一環

として，企業活動の発展に関する法制度の整備や法令データベース整備に関する調査を行っ

てまいりました。我々が自信を持って言いたいことは，ウズベキスタン共和国司法省と JICA

は，あらゆる分野で有益な協力を続けているということです。 

「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書」の作成プロジェクトは， 高経済裁判所をメイン

パートナーとして，２００４年に注釈書草案の執筆作業が始まりました。このプロジェクト

には，日本の法務省法務総合研究所が協力しています。そして，このプロジェクトの実施の

ため，ウズベキスタン側の 高経済裁判所，非独占化委員会，検察庁といった機関の代表者

と，日本側の専門家から構成されるワーキンググループが設立されました。 

このプロジェクトで，ウズベキスタン側ワーキンググループのメンバーが日本を訪れたほ

か，日本からは JICA 短期派遣専門家がウズベキスタンを訪れています。 

注釈書の作成のため， 高経済裁判所には様々なオフィス用品や法律関係の資料が届けら

れました。 

今日，私たちは，ウズベキスタン共和国倒産法注釈書発刊プレゼンテーションという素晴

らしいセレモニーの参加者となることができました。この倒産法注釈書は，裁判官，検察官，

司法機関の職員だけでなく，経済大学や法科大学の関係者の方々にとっても，役立つものに

なるでしょう。 

後に，JICA ウズベキスタン事務所及び日本大使館の関係者並びに御列席の皆様の御協力

に対し感謝の念をお伝えしたいと思います。今後も，共同事業が実り多きものであり続ける

こと，また，協力分野が一層広がることを期待しております。 

御清聴ありがとうございました。 
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あいさつ 

 

駐ウズベキスタン特命全権大使 

楠本 祐一氏 

 

御紹介ありがとうございました。 

日本とウズベキスタンの法律家や専門家の皆様により，この

ように素晴らしい倒産法注釈書が完成されたことに対し，感謝

を申し上げたいと思います。 

2 年にわたり両国の専門家の皆様が精力的に作業を行った結

果が，この倒産法注釈書なのです。今日のこの成果は，日本，

ウズベキスタン，どちらか一国の成果ではなく，両国が協力し

たことによるものです。 

この意味で，改めて皆様のたゆまない努力を高く評価しております。皆様の作業は大変重

要なものであり，また，決して簡単なものではありません。日本は，法制度の整備において

様々な経験を有しています。封建主義が崩壊した 19 世紀半ばの日本では，日本人が，新生日

本の再建を始めました。当時外国と交渉する上で一番大事なのは，法制度の整備だという認

識を持っていました。法制度の近代化なくしては，外国と交渉することは不可能だったので

す。その際，伝統的な習慣や文化を基にして，法制度の近代化作業を進めたことと思います。

皆様の手元にあるこの分厚い注釈書も同じであると思います。 

今後も更に精力的に注釈書の普及活動や広報活動を行わなければなりません。ブハラ，サ

マルカンド等の各都市で，注釈書の普及活動のためのセミナーが行われるということを聞い

ておりますが，とても喜ばしいことだと思います。また，共同プロジェクトの成果である注

釈書がウズベキスタン全土で普及し始めたということを，大変喜ばしく思います。 

御存じのように，今，ウズベキスタンの経済は好調に発展しています。ウズベキスタンに

は天然資源，人的資源が豊富ですし，皆様は大きな可能性を秘めています。 

この注釈書は，ウズベキスタンの企業家がビジネスを始める際，また，ビジネスを拡大す

る際に，大変有益な資料となるものと思います。そして，日本人投資家を含む外国人投資家

にとっても，有益な資料となることでしょう。今，日本の投資家は，ウズベキスタンに投資

するチャンスを探しています。彼らは，ウズベキスタンに明るい展望を見いだしています。 

倒産法注釈書は，今，更なる見通しを切り開き，多くの外国人投資家の関心を引き付けて

います。 

皆様の努力は，本当に，ウズベキスタンの法制度整備だけでなく，日本とウズベキスタン

の友好的な協力関係の発展にも貢献したことと思います。 

改めまして，日本及びウズベキスタンの法律家や専門家の方々に感謝を申し上げます。 
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The Commentary to  

 
Bankruptcy Law 

 
of the Republic of Uzbekistan 

 (Russian edition) 

 

OVERVIEW 

 

The Commentary to Bankruptcy Law of the Republic of Uzbekistan (Russian edition) was 

published. This is the first comprehensive practical literature on Bankruptcy Law in 

Uzbekistan, which is one of the outcomes of a joint project by the Supreme Economic 

Court of Uzbekistan and the Japan International Cooperation Agency (JICA) under the 

cooperation of the State Committee of Uzbekistan on demonopolisation, support to 

competition and entrepreneurship and the Ministry of Justice of Japan. Its Uzbek and 

English editions are prepared to come out before a long time. They are distributed to 

relevant organisations (courts, state committees, financial institutions, etc.), educational 

institutions (faculties of law, economic, management), and also public libraries and 

expected to be placed on the Internet in digital form (www.economical-court.uz, 

www.antimon.uz, etc.).  

 

The bankruptcy regulations are prone to be deemed very special laws applied to 

enterprises in an unusual circumstance, that is, in a state of insolvency. However, the 

advancing market economy and the tightening competition among enterprises in line with 

market principles inevitably bring many companies to insolvency, and bankruptcy 

becomes the common situation. Accordingly, Bankruptcy Law plays a more important role 

in the market economy. 

 

The first bankruptcy law in Uzbekistan was enacted in May of 1994. After it was revised in 

1998 in accordance with the economic development of the country, the changing society 

and economy again required the thorough reform of the bankruptcy system. In April of 

2003 Uzbekistan adopted its new bankruptcy law, which transformed the bankruptcy 

procedure to more complicate one. Moreover, the development of economy and business 

had been involving more persons and organisations in the bankruptcy matters. These 
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necessitated the commentary to be published for the unified and efficient operation of 

Bankruptcy Law to be shared by those working within the bankruptcy mechanism. 

 

The publication of the Commentary never solely automatically solves problems occurring 

in practice or improves the present situation, either. Numerous issues were discussed in 

the course of making the Commentary, and some are explained in the Commentary after 

the extensive discussions. These explanations, however, are not conclusive. Furthermore, 

some issues remain unsettled. It should be emphasised that the improvement and 

development of the bankruptcy regime of Uzbekistan definitely depend on further 

discussions among a wider range of practitioners, scholars and anyone involved in 

business. The Commentary will hopefully contribute to this process. 

 

CONTENTS OF THE COMMENTARY 

 

The Commentary aims at introducing Bankruptcy Law, which was enacted in 2003 and 

consists of the 12 chapters and 192 articles, by way of explaining each provision with the 

introductory summary at the beginning of each chapter. 

 

The Law provides financially struggling companies with options to recover under Judicial 

Rehabilitation (Ch.5) or External Management (Ch.6), and to terminate in Liquidation 

Proceedings (Ch.7). Additionally, Prejudicial Rehabilitation (Ch.2), the Supervision 

process (Ch.4), the scheme of an Amicable Agreement (Ch.8), the specific regimes 

available to certain organisations (Ch.9) and to individual entrepreneurs (Ch.10), and the 

simplified liquidation framework (Ch.11) are incorporated in the Law. 

 

Newly introduced in 2003 systems are: Supervision, which is, in principle, a firstly applied 

procedure to a corporate-debtor after the commencement of the bankruptcy proceedings 

for the purpose of investigating the financial situation of the debtor and deciding a 

subsequently applied measure to rehabilitate or liquidate; Judicial Rehabilitation, which is 

a Debtor-In-Possession rescue scheme; and Court Receivers, who are specially qualified to 

administer the bankruptcy proceedings. 
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Apart from the article-by-article 

explanations, the Commentary 

includes flow diagrams, with 

which principal procedures are 

illustrated, and a collection of 

legislation relating to bankruptcy. 

 

 

 

CONTACTS 

 

Japan International Cooperation Agency (JICA) (S. Sharipov, K. Matsushima) 

International Business Centre, 107-B Amir Temur Str., Tashkent, Uzbekistan 100084 

Tel.: (998 71) 1207966  /  Fax.: (998 71) 1207968  / E-mail: info@jica.uz 

Contact persons: Programme Officer S. Sharipov and JICA Expert K. Matsushima 

 

* Contact JICA for the electronic data (more than 2 MB).  

JICA will copy it onto your CD or memory stick, or send it by email if possible. 

 

* The Commentary is distributed for free and not for sale. 
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現在，中央アジア諸国は，ウラン等の天然鉱物資源の供給国としてとみに脚光を浴びてお

り，我が国の政治的・経済的な関心も，これまでになく高まっています。このような状況の

下，今後，我が国において，中央アジア諸国における法制度・実務についての情報がますま

す重要になることが予想されます。 
中央アジア諸国では，旧ソ連邦からの独立後，市場経済化社会への移行に伴う国有企業の

民営化等に伴い，いち早く倒産法（破産法）が制定されたロシアに引き続き，倒産法が制定

されました。 
法務省法務総合研究所では，独立行政法人国際協力機構(JICA)と協力して，中央アジア地

域の主要国であるウズベキスタン共和国に対し，市場経済化促進のための法整備支援活動を

実施してきましたが，２００４年から，倒産事

件を所管するウズベキスタン共和国最高経済裁

判所からの要請にこたえ，JICA 技術協力プロ

ジェクトである「ウズベキスタン倒産法注釈書

プロジェクト」の実施に協力してまいりました。

その成果として，２００７年３月に倒産法注釈

書（ロシア語版）を発刊することができました。

同プロジェクトにおいては，今後，同注釈書の

日本語版，英語版及びウズベク語版も発刊する

予定であり，２００７年９月末まで活動を行う

予定です。 
そこで，今般，この倒産法注釈書の発刊に当

たり，ウズベキスタン及び日本の同プロジェク

ト関係者を講師・報告者として，ウズベキスタ

ンに対する日本の法整備支援活動としての同プ

ロジェクトの概要を紹介するとともに，同プロ

ジェクトの実施過程で判明したウズベキスタン

における倒産制度・実務の現状やその問題点を採り上げ，今後の課題について考察すること

を内容とする公開セミナーを，下記の要領で開催することといたしました。 
本セミナーで採り上げる倒産制度・実務の現状やその問題点，そして今後の課題について

は，ウズベキスタン以外の中央アジア諸国やロシアの倒産法制等における考察や比較研究に

とっても有益な情報であると思われます。 
以上，本セミナー開催に当たり，法整備支援活動を始めとする国際協力分野に興味をお持

ちの方，また，中央アジア諸国やロシアの法律・経済分野に興味をお持ちの実務家，大学研

究者・学生の皆様及び企業関係者の皆様等の御参加を心よりお待ちしております。 
 

【開催要領】 
１ 日時：平成１９年９月３日(月)14:00～17:00 
２ 場所：法務省法務総合研究所国際協力部「国際会議室」 

〒553-0003 大阪市福島区福島 1-1-60 大阪中之島合同庁舎 2 階 
３ 主催：法務省法務総合研究所，独立行政法人国際協力機構(JICA) 

～公開セミナーのお知らせ～ 

ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題 

－倒産法注釈書作成支援を通して－ 

ウズベキスタン共和国倒産法注釈書 

（ロシア語版：2007 年 3 月発刊） 
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４ 主な講演・発表内容 
※講演・発表は，日本語・ロシア語の逐語通訳で行います。 
『ウズベキスタン側から見たプロジェクトの意義と倒産制度・実務の改善のための最高

経済裁判所の取組』 
ウズベキスタン共和国最高経済裁判所第一副長官 アフマノフ・ヌルマット氏 

『ウズベキスタン倒産法の変遷過程と注釈書発刊が倒産実務において果たす意義』 
ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会法務部長 
（前ウズベキスタン共和国最高経済裁判所第一副長官，倒産法注釈書執筆代表者） 

アジモフ・ムラット・カリモヴィッチ氏 
『注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義』 

大阪大学大学院高等司法研究科教授・弁護士   池田 辰夫氏 
『注釈書作成支援作業における日本側からの提言内容について』 

弁護士・大阪大学大学院高等司法研究科教授   出水  順氏 
ほか 

５ 参加要領 
参加費用は無料です。 
参加御希望の方は，平成１９年８月３０日(木)までに，参加申込票に記載の上，下記お

問合せ先まで電子メール又はファクシミリにて御送付ください。 
また，法務省ウェブサイトの下記アドレスからお申し込みいただくことも可能です。 
http://www.moj.go.jp/HOUSO/houso25.html 
 

６ お問合せ先 
〒553-0003 
大阪市福島区福島 1 丁目 1 番 60 号 
大阪中之島合同庁舎 4 階 法務総合研究所国際協力部 
電話：06-4796-2154 FAX：06-4796-2157 
E-mail：icdmoj@moj.go.jp 
(担当：伊藤，尾世（おせ），小岩)  

 
 ウズベキスタン共和国:1991 年 12 月，ソ連邦の解体とともに独立。面積 44 万7400km2

（日本の約 1.2 倍），人口 2660 万人（中央アジア諸国最多）。首都はタシュケント（人

口 215 万人。旧ソ連邦第 4 の都市）。公用語はウズベク語（ロシア語は民族間交流語）。

民族構成は，ウズベク人が人口の 8 割を占め，他にロシア人，タジク人，カザフ人な

ど。ウズベク人の間ではイスラム教スンニ派が優勢である。 
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公開セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・倒産実務の現状と今後の課題 

―倒産法注釈書作成支援を通して―」 

2007 年 9 月 3 日（月）14:00～17:00 於:法務総合研究所国際協力部「国際会議室」 

主催：法務省法務総合研究所・独立行政法人国際協力機構 

 

プ ロ グ ラ ム 
 

14:00～14:10 あいさつ （東京からテレビ会議システムにより参加） 

法務省法務総合研究所長  松永 榮治 

14:10～14:25 

「注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義」 

大阪大学大学院高等司法研究科教授・弁護士  池田 辰夫 

14:25～14:40 

「注釈書作成支援作業における日本側からの提言内容について」 

弁護士・大阪大学大学院高等司法研究科教授  出水  順 

14:40～15:00 

「ウズベキスタン側から見たプロジェクトの意義と最高経済裁判所による 

倒産制度及び倒産実務改善のための取組」（日露逐語通訳） 

ウズベキスタン共和国最高経済裁判所第一副長官 

アフマノフ・ヌルマット 

15:00～15:20 

「ウズベキスタン倒産法の変遷と注釈書発刊が倒産実務において果たす 

役割について」（日露逐語通訳） 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会法務部長 

（前ウズベキスタン共和国最高経済裁判所第一副長官，注釈書執筆代表者） 

アジモフ・ムラット・カリモヴィッチ 

 

15:20～15:40           休   憩 

 

15;40～15:55 

「注釈書活用促進のための具体的取組について―地方セミナーの開催―」 

（日露逐語通訳） 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会

倒産企業清算・管財人監督部長 

プラトフ・バハディル・ウトゥクロヴィッチ 

15:55～16:10 

「民間セクターに対する倒産制度の広報活動とその必要性について」 

JICA ウズベキスタン事務所 シャリポフ・シャリフゾダ 

（代読：JICA 社会開発部第一グループガバナンスチーム 竹内 麻衣子） 

16:10～16:25 

「ウズベキスタンにおける倒産制度及び倒産実務の問題点解決に向けた今後の課題」 

法務省法務総合研究所国際協力部長  稲葉 一生 

16:25～16:55 質疑応答（日露逐語通訳） 

16:55～17:00 あいさつ 

独立行政法人国際協力機構大阪国際センター次長  池城  直 
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あいさつ 

法務省法務総合研究所長  松永 榮治 

 

皆様，本日は，公開セミナー「ウズベキスタンにおけ

る倒産制度・実務の現状と今後の課題―倒産法注釈書作

成支援を通して―」に御出席を賜り，誠にありがとうご

ざいます。 

法務総合研究所では，１９９４年から民商事法分野

についての国際協力を開始し，独立行政法人国際協力

機構（以下，「JICA」と申します。）を始めとする，学

界，法曹界や経済界等各界の皆様の御協力を頂きなが

ら，法整備支援活動を行ってまいりました。 

そして，２００１年に，法務総合研究所内に，法整備支援活動を専門に行う機関として，

国際協力部を設置いたしました。 

日本は欧米諸国から近代的な法制度を学び，日本の社会や文化に合わせて近代的な法制度

を作り上げてきた経験を持っています。そのような日本の経験をいかして，経済的，文化的

にもつながりが深い，同じアジアに属する国々を中心として法整備支援活動を行っています。 

国際協力部では，JICA と協力して，２００２年から，ウズベキスタンにおける市場経済化

を促進するための法制度をテーマとした研修を日本において実施してきましたが，その経過

の中で，ウズベキスタン共和国 高経済裁判所から倒産法の注釈書作成についての支援要請

がありました。 

倒産法という法律は，特殊な法律であると考えられがちですが，市場経済化が進展し，市

場原理に基づく企業間の競争が進展すればするほど，倒産法の重要性は大きくなるといえま

す。 

これまで，ウズベキスタンでは，倒産法を解説した本格的な図書が作成されていないこと

から，倒産実務の運用がまちまちであったり，企業の再建手続が適切に選択されないなどの

問題が生じているとのことでした。 

そこで，法務総合研究所では，JICA と協力して，倒産法の注釈書作成についての支援要請に

こたえることとし，２００４年１０月から注釈書の草案作成に向けた協議を開始し，２００５年

からは，JICA 技術協力プロジェクトである「ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト」とし

て支援を実施することとしたものです。 

そして，注釈書の草案作成開始作業から約２年をかけ，ようやく２００７年３月に倒産法

注釈書ロシア語版を発刊するに至りました。また，今後，倒産法注釈書の日本語版，英語版

及びウズベク語版も発刊する予定です。とりわけ，日本語版につきましては，日本語で執筆

されている中央アジア諸国の法律関係文献の数が少ない現状の下，貴重な資料として評価し
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ていただけるのではないかと存じます。 

注釈書を発刊することの利点は，倒産法の条文の解釈等についての情報が明確化された上

で，多くの人々に行き渡るようになることです。 

ウズベキスタンにおける現在の倒産実務において生じている問題点は，注釈書を発刊すれ

ばそれで自動的に改善されるわけではありません。現在の倒産実務の問題点が本当に改善さ

れるためには，この注釈書の内容が広く共有されることが必要です。 

そこで，今回，注釈書の発刊を契機として，ウズベキスタン共和国 高経済裁判所副長官，

ウズベキスタン側の注釈書執筆代表者を始めとするウズベキスタンの倒産法専門家の皆様を

お招きし，日本側の本プロジェクト関係者等とともに，ウズベキスタンに対する日本の法整

備支援活動としての本プロジェクトの概要を紹介し，本プロジェクトの実施過程で判明した

ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状やその問題点を取り上げ，今後の課題につい

て考察することを内容とするセミナーを開催することとしたものです。 

本日のセミナーが，充実した実り多きものとなり，ウズベキスタンにおける倒産制度や倒

産実務がより良い方向に発展していくことを願いまして，私のあいさつといたします。 

 

「注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義」 

大阪大学大学院高等司法研究科教授・弁護士  池田 辰夫氏 

 

大阪大学大学院教授で弁護士の池田と申します。

ウズベキスタンからお越しの皆様，ようこそ大阪に

いらっしゃいました。まずは日本側から報告させて

いただきます。どうぞお許しいただければと思いま

す。それでは，パワーポイントを使いながらお話を

させていただきます。 

私は，「ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援作

業部会」の長を務めております。このような場で講

演させていただく機会を与えていただき，大変光栄に思う次第です。 

私からは，「注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義」というテーマ

で講演をさせていただきます。 

まず，私の講演の内容の前提としまして，そして，さらに他の講演者の方の講演の内容を

御理解いただく前提としまして，ウズベキスタン倒産法の概要を説明申し上げたいところな

のですが，本日は時間の関係もございますので，お手元の「ウズベキスタン共和国倒産法の

概要について」という資料を御参照いただければと思います（本誌 98 ページ）。 

次に，このプロジェクトの概要について，説明申し上げます。 

このプロジェクトの開始の経緯につきましては，先ほどの松永所長のあいさつにもござい

ましたとおりでございまして，あるいは，後の講演者からも報告があるかと思いますので，

ごく簡単に説明いたします。 
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本プロジェクトの開始に際しまして，時期としては２００４年７月，ちょうど３年前にな

りますが，私と当時の法務省法務総合研究所国際協力部長とでタシュケントに参りました。

そして，本日お見えである 高経済裁判所第一副長官のアフマノフ氏，そして当時の 高経

済裁判所第一副長官で，この倒産分野に精通しておられるアジモフ氏，ウズベキスタン側の

ワーキンググループの長はアジモフ氏が務めておいでですけれども，この方々と，プロジェ

クトの内容について協議を重ねました。その結果，３年以内に，ウズベキスタンで初の本格

的な倒産法注釈書を 高経済裁判所が発刊する，そして，これを日本側がこれを支援する，

そういう合意が成立したわけでございます。 

ちなみに，そもそも「注釈書」とはどのような法律書なのかという点について，ごく簡単

に説明いたします。 

「注釈書」とは，「コンメンタール」とも言われます。特定の法令の各条文ごとに解説を加

える形式の法律書です。日本においても諸外国においても，実務で大いに活用されていると

ころです。ちなみに，ウズベキスタン倒産法は全部で 192 か条ございます。これら各条文に

ついて解説を付けるという作業になってきます。 

この具体的な作業手順としましては，ウズベキスタン側と日本側でそれぞれワーキンググ

ループを設置した上で，まずはウズベキスタン側ワーキンググループがドラフトを起草する，

そして，それに対して日本側ワーキンググループがコメント等の指摘をウズベキスタン側に

提示する，それに基づいてウズベキスタン側ワーキンググループが，日本側が指摘したコメ

ント等に対して十分に理解・そしゃくをしていただいた上で，必要な範囲内での改訂をして

いただくといったような，かなり手間暇のかかる作業方式をとっております。なぜこのよう

な手間のかかるやり方をとったかという事でございますけれども，そもそもこのウズベキス

タン倒産法はウズベキスタン側が制定し，そして改正したものです。そしてそれを運用する

実務について一番近い位置にいるのはウズベキスタン側ですので，基本的にこのドラフトは

まずウズベキスタン側が作成するということになりました。日本側はそのドラフトを見て，

日本のこれまでの経験等を踏まえた専門的な知見を提示し，より客観的な立場で分かりやす

い注釈書となるよう役割分担をしながら，広い意味での共同作業として作り上げていきまし

た。この方法が，一番ふさわしい方法だと考えたことによるものです。 

具体的なドラフトについての協議は２００４年１０月から開始しました。その後，本格的

にこの協議をしていくために，日本側とウズベキスタン側で，それぞれワーキンググループ

を設置するということになりました。 

日本側ワーキンググループでは，メンバーとしましては東京地裁の破産部の部長も務めら

れた方を含めて，学者や弁護士等総勢６名をメンバーとするワーキンググループを設置しま

した。事務局は法務総合研究所国際協力部に務めていただき，これに JICA も協力を頂きまし

た。それから，プロジェクトの半ばで，どうしても現地でのリアルタイムでの情報が欲しい

ということもございまして，日本の弁護士１名が JICA 長期派遣専門家としてウズベキスタン

に派遣されているところです。 

他方，ウズベキスタン側ワーキンググループにつきましては，先ほども指摘させていただ
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きましたように，アジモフ氏を長とするメンバーで構成されました，そして，アジモフ氏に

よって，ウズベキスタン共和国倒産法全 12 章 192 か条それぞれの注釈書草案執筆者の割当て

をお決めいただきまして，注釈書のドラフトの執筆作業につきましては，ワーキンググルー

プとしての意見を反映する形で行われているところでございます。 

この日本側，ウズベキスタン側両国によるワーキンググループの注釈書草案の中身につい

ての協議につきましては，２００４年１０月から２００６年１２月までの約２年間，この作

業が続けられたところでございます。直接の協議の回数としては，合計１２回で，そのうち，

ウズベキスタンの皆様方が日本に来ていただいて協議を行ったものが８回，逆に日本側から

ウズベキスタンのタシュケントに出向いて協議を行ったものが４回ということになります。

協議は，ほぼ１週間程度連日して，かなり詰めた形で行うといった形でございました。なお，

これに加えて，日本側ワーキンググループでは，約１か月から２か月に１回程度の間隔で部

会を開催しております。 

この，日本側とウズベキスタン側との協議の際にどのようなやり取りがされたのかにつき

ましては，後ほど出水弁護士の方から説明がございますので，ここでは省略いたしますけれ

ども，この協議の方法の特徴について少し説明申し上げたいと思います。 

当然の事ながら，この種の作業については，言語の壁を乗り越える必要が出てきます。こ

の改訂作業を効率的に実施するために，工夫した方法が，パワーポイントスライド「３ 本

プロジェクトの概要(3)注釈書協議の様子」（本誌 70 ページ）でお見せしているものでござい

ます。つまり，ロシア語で書かれたドラフトや，それを翻訳した日本語のドラフトを同時に

スクリーンに表示し，協議で採り上げられている該当箇所を１対１で対照できるような形で

行いました。この結果，リアルタイムで改訂をするということが，非常にスムーズに，そし

てスピーディーにできるということになりました。スクリーンを三つ使いましたのは，例え

ば倒産手続の概要図や協議で採り上げられている該当箇所についての参考資料等がある場合

に，そのような資料も交えて協議を行い，より双方の共通理解を促進するために使ったとい

うことです。このように，二つ又は三つのスクリーンを使った形で，先ほど説明したような

注釈書についての協議を重ねてまいりました。 

そして，出来上がりましたものが，パワーポイントスライド「４ 本プロジェクトの概要

(4) 完成した注釈書(ロシア語版)」（本誌 71 ページ）に出ておりますが，注釈書のロシア語

版です。全 608 ページで，これを 3,000 部発刊しております。 

現在，このプロジェクトでは，現地からの要望の強かったウズベク語版，そして英語版，

さらに，これは日本側のためでもございますが，日本語版についても，随時発刊する準備を

継続して行っているところであります。 

このウズベク語版につきましては，とりわけ現在のウズベキスタンの地方におきましては

ロシア語が余り通用しない，ウズベク語しか通用しないという所が比較的多いという現状で

ございます。この注釈書を通じて倒産実務を改善する，そして注釈書の定着を図っていくた

めにも，ウズベク語版の発刊が不可欠であるというところから，発刊することとしたわけで

あります。それから，英語版につきましては，ウズベキスタンに投資しようとしている外資
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系企業に情報提供をするため，英語版発刊の必要性があることから，発刊することとしてお

ります。日本語版発刊の意義につきましては，後ほど触れることとします。 

ただ，こういった注釈書が発刊されたという事実だけでは，どうしようもない訳でござい

まして，やはり倒産実務が改善されるためには，まず少なくともこういった有意義な成果

である注釈書が，広くこれを必要としている方々に届けられるということが必要でござい

ます。そして，それを更に活用していただくという施策を講じるということも不可欠かと

思います。その詳細については，また後ほど報告があると思いますので，私の方からは，

本年の６月２９日に首都タシュケントで行われた「注釈書発刊プレゼンテーション」につ

いて御説明申し上げるということにしたいと思います。 

このプロジェクトにおきましては，注釈書を市場ベースで販売するという方法はとらずに，

必要とする関係機関や図書館等に無償で配布するということとしております。このことによ

り，注釈書の内容を知りたいという人に対して，可能な限りアクセスすることができるよう

になっていると思っている訳ですけれども，今後とも，このようなことを知らせていくこと

に意を尽くしていく必要があるかと思います。 

倒産実務の改善ということになりますと，ターゲットとしては，第一次的には倒産事件手

続を主宰する経済裁判所の裁判官ということになるわけですけれども，さらに多様なステー

クホルダーがございます。そういう方々に向け，この注釈書の存在や倒産制度自体の周知徹

底を図るといったことが必要になってまいります。とりわけ，管財人でありますとか，ある

いは実際に倒産制度の関係当事者にもなり得る民間企業等にも，こういった注釈書の情報提

供が必要だと思われます。 

このような必要性から，この「注釈書発刊プレゼンテーション」が企画されました。マス・

メディアを通じて，倒産制度の関係者や民間企業に対し倒産法注釈書の存在をアピールする，

そして，この注釈書が発刊されたという事実を知ってもらう。そして，倒産制度そのものに

ついても御理解いただく。そういったことを目的として，日本側の支援の下で，ウズベキス

タン共和国 高経済裁判所が開催したものです。 

日本側からは，私と，駐ウズベキスタン大使，JICA ウズベキスタン事務所長，それから稲

葉国際協力部長が参加しました。ウズベキスタン側からは，本日お見えのアフマノフ氏，ア

ジモフ氏，それからワーキンググループのほとんどのメンバーの方々，加えて，ワーキング

グループメンバーの中で司法大臣になられましたオトハノフ氏も参加する予定でしたが，た

またま当日，国会審議のやむを得ない都合のために代理出席ということになりましたけれど

も，これらの方々に参加いただいております。 

このプレゼンテーションの様子につきましては，地元のテレビニュースで放映されました。

また，ウェブ上でもその動画が公開されておりますが，ここで，少しこのプレゼンテーショ

ンの様子を御覧いただければと思います1。 

                                                 
1 タシュケント近郊にあるテレビ局「チルチックテレビ(Chirchiq Television)」のウェブページ

(http://www.chirchik.tv/index.php?name=News&file=article&sid=41)に，本プレゼンテーションの記事及び動

画が掲載されている（ただし，記事及び動画ともロシア語）。 
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（会場内で，地元のテレビ局のウェブページ上で公開されている動画を放映） 

それでは，日本側から見たこの注釈書作成支援の

意義について少し申し上げたいと思います。 

このプロジェクトは，日本の ODA による中央アジ

ア諸国に対するものとしましては，始めての本格的

な法整備支援であるということになろうかと思いま

す。このプロジェクトは，単に注釈書発刊について

金銭的・形式的に支援協力をするということではな

く，正にその中身につきまして，両国が一致協力し，

連携し，大変綿密な検討をした上で行われたという

点に特徴があろうかと思います。このプロジェクト

では，先ほど御説明いたしましたように，約２年間

にわたりまして，両国のワーキンググループによる密度の大変濃い共同作業方式が貫かれた

わけでございます。このようなきめ細かい支援形態というのは，日本以外の他国の支援では

全く聞かないところでございまして，この辺りは日本の特徴がよく出た支援の在り方，やり

方ではないかと思っております。 

しかも，このプロジェクトでは，分かりやすい内容の注釈書を作成するために，様々な取

組を行ってきました。詳細は，後ほど，出水弁護士から説明があるかと思いますけれども，

代表的な点を幾つか御紹介申し上げますと，このウズベキスタン共和国倒産法は全部で 12

の章がありますが，注釈書では，その各章の 初に章全体の解説を加えて，全体の章の理解

を大づかみにできるようにするといった工夫をしております。それから，注釈書に各倒産事

件手続の概要図を取り入れるといったことも一つの工夫であろうかと思います。実は，この

概要図の挿入につきましては，ウズベキスタンにおいて発刊された法律関係書では余り見ら

れないところでございまして，注釈書協議の過程の中でも，ウズベキスタン側の方から，挿

入についてやや心理的な抵抗があるようにも見えたところでございますが，ともあれ，分か

りやすい作りにしないと，一般の人から見て難解な法律がそのままではなかなか実務に深く

浸透しにくい点がございますので，注釈書を使いやすいものにするために，日本側の有して

いるノウハウは惜しみなく提供したところでございます。 

こうしたささやかな本プロジェクトにおける共同作業を通じまして，両国の友好的な関係

が更に一層強固になればと願っているところです。 

少し話題が変わりますけれども，現在，ウズベキスタンを始めとする中央アジア諸国は，

様々な意味で注目を浴びております。経済的な面では，ウラン等のエネルギー関連資源の供

給源として世界的にも脚光を浴びているところでございます。そういう意味で経済的，ある

いは地勢学的な要因等ともあいまって，政治的な面も含めて，従来になく中央アジア諸国に

対する関心が，日本において高まっているように思います。 

こういう流れの中で，今後，日本企業の中央アジア諸国への直接・間接の投資ということ

が更に検討されることもあろうかと思いますけれども，その際には中央アジア諸国における

会場で放映した，発刊プレゼンテーション

の様子を伝えるニュースの動画 
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法制度であるとか，あるいは実務についての情報というものが大変重要になってくるのでは

ないかと見込まれます。 

そういった状況の中で，日本が既に中央アジア諸国に対してこのように法整備支援活動を

展開している。そして中央アジア諸国についてのある程度の法情報が日本に蓄積されつつあ

るということは，日本の経済界を始めとする関係者各位にとりましても，好ましい状況の一

つではないかと思っております。 

ともあれ，企業活動にとりましては，セーフティー・ネットとしての倒産法は極めて重要

な分野でございます。松永所長のあいさつにもありましたが，ウズベキスタンにおいては，

従来の計画経済から，市場経済へ徐々に変革をされる中で，この倒産法の果たす役割という

のは極めて重要な意味合いを持っているわけですけど，再建型であれ，清算型であれ，通常

想定し得る事態への適切な対処を行うには，正確な情報がどうしても必要になってきます。

その意味では，今回発刊されました注釈書を大いに御活用いただきたいと思っています。そ

の意味で，ロシア語版，のみならず英語版であるとか，そして日本語版が存在するというの

は，日本の企業，あるいは日本の経済界にとっても非常に強い味方になるのではないかと思

います。 

いろいろ述べてまいりましたが，ごく短時間で，ごく一部の点を指摘したにとどまります

けども，以上，「注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義」についてお

話しいたしました。 

後になりますが，この注釈書の存在がウズベキスタンにおいて更に広く知られ，一層活

用されることにより，ウズベキスタンの倒産実務，あるいは倒産制度が改善されますよう，

さらには，日本とウズベキスタンの両国の関係が，より望ましい関係に発展していきますよ

う，心から願っている次第でございます。 

御静聴，感謝申し上げます。 

 

「注釈書作成支援作業における日本側からの提言内容について」 

弁護士・大阪大学大学院高等司法研究科教授  出水 順氏 

 

ただいま御紹介いただきました出水でございます。パワーポイントの肩書では，大学教授

の肩書も入っておりますけれども，本籍は弁護士でありまして，ふだん，倒産事件にかかわ

ることが多いこともあり，日本側ワーキンググループのメンバーとして，このプロジェクト

にかかわってきました。 

私の方からは，注釈書協議において，日本側からどういう提言をしたか，どういう協議を

したか，ということについてお話をしたいと思います。 

このプロジェクトにおいては，先ほど池田教授からお話がありましたように，初めはウズ

ベキスタン側が作成した注釈書草案に対して日本側がコメントを提出することにより，改訂

を進めるということにしていました。しかし，日本側としては，まず，注釈書草案の内容の

協議に入る前に，注釈書の構造について検討する必要があるのではないかと考えました。 
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と言いますのは，当初にウズベキスタン側から提出された注釈書草案を見てみますと，例

えば，ある条について記載が必要と思われる事項の解説がない，他の条に記載すべき解説を

適切でない条に記載している，あるいは，同じような解説を繰り返し記載しているなどの例

が散見されたからです。 

このような草案の構造では，注釈書の読者にとって分かりにくいと思われ，また，実務上も使

いにくいと思われます。そこで，日本側としては，まずは，注釈書の読者に分かりやすく，かつ，

実務にも役立つという観点から，注釈書の構造を検討すべきという提案を行いました。 

その提案の内容の詳細については，配布しております「注釈書の構造改善について」とい

う資料を御覧いただければと思います2。 

この日本側の提案についてウズベキスタン側

で検討していただいた結果，各条の解説の冒頭

にその条の規定の概要を記載する，そして各条

の項番号順に解説を記載するという構造を採用

することとされました。 

特に，各条の項番号順に解説を記載するとい

う構造については，このことによって，特定の

項について本当に必要な解説が記載されるよう

になり，逆に必要な解説を書き漏らしてしまう

ということが防止できるという大きな効果を発揮しました。また，各解説が第何項の解説に

該当するのかという対応関係も容易に分かるようになり，特に項数の多い条については，読

者にとって，分かりやすい構造になったと思います。このような構造は日本の注釈書にも見

ることができますが，例えばロシアの注釈書も必ずしもこのような構造にはなってはいない

ところであり，分かりにくかった草案の構造が改善されたと思います。 

また，ウズベキスタンにおいてはこの注釈書が倒産法に関する初めての本格的な文献とな

ることや，ウズベキスタンでは，まだ倒産制度が一般に広く周知されているとは言えない状

況にあります。そこで，この注釈書を倒産法の教科書，入門書として使用できるように，日

本側としては，注釈書に，①各章ごとの章解説を入れること，②各倒産手続を比較して，そ

の特徴や利点・問題点を記載すること，③各倒産手続の概要を図示することを提案いたしま

した。これらの提案はこの注釈書に反映され，章解説を入れることについては各章の冒頭に

入れることになりましたし，各倒産手続の比較については第 28 条の解説に，各倒産手続の

概要図については巻末に，それぞれ掲載することになりました。その内容の詳細につきまし

ては，「講演資料：倒産法注釈書の内容紹介」という配布資料に記載しておりますので，御

覧ください（本誌 100 ページ）。 

このような注釈書の内容を分かりやすくする工夫は，従前，ウズベキスタンの法律図書で

はあまり取り入れられていなかったのですが，このような工夫については，この注釈書の読

                                                 
2 本誌第 24 号（2005 年 11 月号）72 ページに掲載している。 
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者からも「分かりやすい」という声が聞かれるということであり，今後ウズベキスタンで作

成される他の法律文書についても，このようなノウハウがいかされることが期待されます。 

また，この注釈書には，「 高経済裁判所総会決議」やウズベキスタン倒産法の関連法令に

ついても，注釈書の巻末あるいは別冊に掲載しました。 

ウズベキスタン共和国裁判所法によれば，「 高経済裁判所総会」とは，ウズベキスタン共

和国 高経済裁判所内に設置される機関の名称で，年２回以上招集されます。 高経済裁判

所総会は，法令の適用の問題に関する説明の付与を行う権限を有し，この「法令の適用の問

題に関する説明の付与」を「 高経済裁判所総会決議」の形で決議します。この「総会決議」

は，同じくウズベキスタン裁判所法により，「経済裁判所，その他の機関，企業，施設，組織

及び説明が付与された法令を適用する公務員にとり，絶対的である。」とされており，実務に

おいては非常に重要な存在です。 

倒産法に関するものとしては，２００６年１月２７日付けの 高経済裁判所総会決議第 142

号「経済裁判所によるウズベキスタン共和国倒産法の適用に関する諸問題について」が出さ

れております。この総会決議は全 44 項という大部のものですが，この注釈書（ロシア語版）

には，この総会決議を別冊で収録いたしました3。 

また，倒産実務においては，大統領令や内閣令の内容を把握しておくことも重要です。と

りわけ，２００４年３月２３日付け内閣令第 138 号付録第１号「裁判所任命管財人に関する

規程」と，同じく付録第２号「裁判所任命管財人の資格に関する規程」という内閣令は，管

財人の権限や資格について規定した非常に重要なもので，倒産法の条文と同レベルでその内

容を把握しておく必要があるものです。 

しかし，先ほどの「 高経済裁判所総会決議」や内閣令等については，ウズベキスタンに

おいては，日本の「六法全書」のような法令集は発刊されていないことなどから，特に地方

においては入手するのが困難であるという事情があり，その内容について必ずしも周知され

ていないというのが現状のようであります。 

今回，これを注釈書に掲載したことにより，必要な資料が一つにまとまり，これらの内容

が周知されることが期待されます。 

これらの提案を行いながら，日本側は，実質的な倒産法の内容にかかわるコメントを提出

していきました。 

そのコメントの内容ですが，日本側としては，主に法制技術面からのコメントを行うこと

としました。 

その理由は，二つあります。 

一つは，法制技術面からのコメントを提出することについては，日本の持つ立法技術や法

解釈技術をいかすことができると考えたからです。 

日本側がウズベキスタン側の当初の草案を見て感じたことは，各章をそれぞれ別の執筆担

当者が執筆していることもあり，解説の内容どうしにそごがあったり，また，条文の文言か

                                                 
3 ウズベク語版及び日本語版においては巻末に収録している。英語版においても巻末に収録する予定である。 



 ICD NEWS  第32号（2007.9） 45 

らは読み取れない内容の解説が記載されていたりと，整合性の面から問題のある解説が多い

ということでした。このような問題点,あるいは矛盾点を指摘し，コメントを提出して，注釈

書草案の改訂を進めていくに当たっては，日本の立法技術や法解釈技術をいかすことができ

るのではないかと考えました。日本の立法技術や法解釈技術は，世界的に見ても精緻な部類

に入ると思います。そのような日本の持つノウハウを活用できるのではと考えたからです。 

二つ目は，日本にとっては，法制技術面以外からのコメントを提出することが困難である

という事情があったからです。 

ウズベキスタン倒産法はロシア連邦倒産法をベースにして制定されたものであり，その立

法過程においては，日本は全く関与しておりません。日本の倒産法制が参考にされているわ

けでもなく，また，日本側がウズベキスタンにおける倒産実務の実情を詳しく把握している

わけでもありません。このような実情の下では，日本側としては，条文の文言とウズベキス

タン側の起草した注釈書の解説の記載を題材にして，これらの整合性について問題のある箇

所についてコメントを出すという，法制技術面からのコメントしか作成することが困難であ

るという事情がありました。 

いずれにしましても，このプロジェクトは，注釈書の作成支援を行うものでありますが，

注釈書の解説は各条文の文言との整合性が確保されている必要があります。そのような観点

からは，このようなコメントを提出することについては，意味があったと思います。 

しかし，このようなコメントを反映する意味をウズベキスタン側に理解してもらうには，

困難が伴いました。ウズベキスタンにおける倒産実務の情報に基づかずに，ある意味，観念

的，理論的な観点から作成したコメントを注釈書に反映する実益は何かという問題が生じた

からです。 

ウズベキスタン側の意識としては，注釈書に記載されている解説は，あくまでも執筆者の

私的見解にすぎないので，倒産実務において実際に発生することが想定されず，実務上トラ

ブルにならないような事項については，条文の文言と実務に食い違いがあっても，問題ない

のではないかという意見がありました。 

また，日本側のコメントの提出方法も問題となりました。 

当初の日本側のコメントは，「ここの部分を分かりやすく」とか「こことここが矛盾してい

るのではないか」というような，抽象的なものが多かったのですが，このような抽象的なコ

メントを提出されても，ウズベキスタン側にとっては，果たしてどのように草案を改訂すれ

ば日本側は納得するのか，という思いを抱くことがあったと思います。 

そこで，日本側では，日本側がコメントを提出する理由は何か，日本側が提出するコメン

トを反映する実益は何か，そして，日本側は具体的にどのように改訂すべきと考えているか

ということを明確にした上で，以前より具体的なコメントを提出することとしました。しか

し，そのような詳細なコメントを出すための材料としては，ウズベキスタン倒産法の条文と

ウズベキスタン側の作成した注釈書草案だけでは不足でした。 

そこで，日本側は，そのような具体的なコメントを作成するために，ウズベキスタン倒産

法はもちろんのこと，ウズベキスタン経済訴訟法，裁判等執行法，民法，担保法等の関連法
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令や，ウズベキスタン倒産法の母法であるロシア連邦倒産法の条文や注釈書も読み，コメン

ト作成作業に臨みました。 

さて，これらの日本側コメントが，この注釈書にどれだけ反映されたかということですが，

日本側がこのような具体的なコメントを出し始めたのが２００６年に入ってからであり，時

間の関係で十分に議論できなかったこともあり，反映されていない部分もまだかなり残って

いると思います。 

また，これらの日本側コメントを反映した結果，本当に分かりやすい注釈書になるのかと

いう問題もあります。ウズベキスタン側ワーキンググループからは，日本側のコメントは余

りに細かすぎるので,これらを反映するとかえって注釈書の内容が分かりにくくなるという

指摘もありましたし，また，現在の注釈書の記載内容についても，注釈書の読者からは，記

載が細かすぎる，あるいは実務では発生するはずのない観念的な記載が多いという意見もあ

るようです。 

なお，既に述べましたとおり，ウズベキスタン倒産法はロシア連邦倒産法をベースとして

おり，日本の倒産法制とは大きく異なることから，日本側からは，「日本の倒産法制を採用

すべき」という立場からのコメントは提出いたしませんでした。 

もう一つ，注釈書草案の内容についての協議と 高経済裁判所決議との関係について，少

し御説明したいと思います。 

高経済裁判所総会決議については先ほど御説明いたしましが，日本側ワーキンググル

ープとウズベキスタン側ワーキンググループとの協議は，２００４年１０月から２００６

年１２月まで行われました。その途中の２００６年１月２７日に「 高経済裁判所総会決

議第 142 号」が出されました。 

この 高経済裁判所総会決議の幾つかには，日本との注釈書草案の内容についての協議結

果が反映されています。先ほど説明いたしましたとおり， 高経済裁判所総会決議は実務上

非常に重要なものですが，日本側との協議結果がこのような形で活用されたことは，大きな

意義があると思います。 

とりわけ，倒産実務上大きな意義を有するのは，「共益費支払債権」の概念や性質が総会決

議で明文化されたことだと思います。本日は時間の関係もあり，「共益費支払債権」の詳細な

説明は省略させていただきますが，「共益費支払債権」とは，一言で言えば，債務者について

倒産事件が開始された場合でも，債権者が債務者に対し，倒産事件手続が定める方法によら

ずに，個別に弁済を求めることができる債権のことです。日本で言えば，破産手続における

財団債権や，民事再生及び会社更生手続における共益債権に該当するものです。ところがこ

の「共益費支払債権」は，ウズベキスタン倒産法の条文上の用語としては登場するのですが，

「共益的支払債権」の定義や法律上の効果については，ウズベキスタン倒産法では何も規定

されていません。しかし，それでは，倒産実務上，大きな問題が生じることになります。 

この「共益費支払債権」については，２００６年１月２７日の「 高経済裁判所総会決議

第 142 号」第１９項に，定義規定が設けられました。その内容につきましてはパワーポイン

トスライド「Ⅱ 日本側からの提言と 高経済裁判所総会決議」の「『共益費支払債権』につ
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いて(2)」（本誌 79 ページ）を御参照ください。 

ウズベキスタン側からは，「共益費支払債権」の定義や法律上の効果については，実務上定

着しているので，倒産法に「共益費支払債権」の定義や法律上の効果についての明文上の規

定がなくとも問題ない，との見解も出されましたが，たとえ実務上は定着している概念でも，

やはりこのような重要な概念は明文化すべきですし，とりわけ，我々外国人にとっては実務

上定着しているかどうかは分かりません。そのように，重要な概念が明文化されていないこ

とは，法的予測可能性を大きく損なうこととなり，ウズベキスタン国内からも，海外からも，

場合によっては外国企業からも，条文の文言について恣意的な解釈がされているという批判

を招くおそれもあります。 

今回， 高経済裁判所総会決議において，この概念が明文化されたことは，ウズベキスタ

ンにおける倒産実務の改善に寄与すると思いますが，将来的には，ロシア連邦倒産法第 5 条

のように，法律レベルで規定し，また，その法的性質も明らかにするようにウズベキスタン

倒産法を改正するのがよいのではないかと思います。 

以上で，私の説明を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

「ウズベキスタン側から見たプロジェクトの意義と 

高経済裁判所による倒産制度及び倒産実務改善のための取組」 

ウズベキスタン共和国 高経済裁判所第一副長官  アフマノフ・ヌルマット氏 

 

皆様，本日は，ウズベキスタン倒産法注釈書に関するセミナーにお越しいただき，ありが

とうございます。 

ウズベキスタン 高経済裁判所と JICA との共同事業としての倒産法分野の法整備支援プ

ロジェクトの成果といたしまして，ウズベキスタン共和国倒産法（２００３年版）の注釈書

が発刊されたことを，誠にうれしく思います。 

ウズベキスタンにおいて初めて倒産法が制定されたのは１９９４年のことです。しかし，

１９９４年から１９９６年にかけては国有資産私有化の第一段階が実施されていた時期であ

り，これによりようやく新しい企業の所有形態やビジネス形態が発生したところであり，こ

の間は，倒産法が適用できるような経済的基盤

が事実上存在しませんでした。 

法制的・経済的基盤の欠如は，当然，法の適

用状況に影響し，実務上，この倒産法はこの時

期ほとんど適用されることがありませんでした。 

１９９６年半ばに私有化の第一段階に関する

治療施策が終了したことで，倒産のメカニズム

を適用し，法制上の空白部分を埋める相応の法

基盤整備を行うための客観的な前提条件が成立
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しました。 

倒産法制の次なる発展段階としては，１９９８年版倒産法の採択が挙げられます。また，

１９９９年７月，「企業倒産・再生支援機構の改善について」という大統領令が発布され，こ

れに基づいて，同大統領令の実務における実現を目的とした内閣令が採択されました。 

そして，国内経済の発展につれ，倒産法制を整備する必要性がますます明らかになり，

２００３年に現行の倒産法が制定されました。 

この注釈書は，倒産法分野に関する初めての， も充実した内容をもつ参考図書です。 

このプロジェクトはウズベキスタン 高経済裁判所と日本の国際協力機構の共同事業であ

り，注釈書草案の作成は２００４年に開始されました。このプロジェクトには，ウズベキス

タン側執筆者だけではなく，日本からも倒産制度の専門家の方々の御参加を頂きました。我々

は，本プロジェクトの日本側関係者の皆様に心より感謝しております。 

ウズベキスタン側では，倒産法の法案策定にもかかわったアジモフ氏をリーダーとし，ワー

キンググループが設置されました。メンバーは倒産制度の専門家である 10 人の執筆者で，経

済裁判所からだけではなく，非独占化委員会，検察庁，その他の機関からも参加しています。 

これまでに注釈書のロシア語版が発刊されました。また，ウズベク語版の発刊準備もして

おります。また，海外の投資家，ビジネスパートナーがウズベキスタン倒産法の内容を知る

ことができるよう，英語版，日本語版も作成中です。 

この注釈書は，販売はしておりません。裁判所，非独占化委員会，税務機関，商工会議所，

銀行，また，法律，経済，銀行業務や経営関係の学科を持つ大学，公立図書館といった機関

に対して無料配布しております。 

また注釈書の入手をより容易にする目的で，電子データ版の配布も準備しております。こ

のデータは， 高経済裁判所の公式ウェブサイトに掲載しており，その他の幾つかのウェブ

サイトにも掲載されています。 

注釈書を紹介する目的で， 高経済裁判所，非独占化委員会及び JICA は，本年６月２９日，

タシュケントのナショナル・プレス・センターにおいて，本注釈書のプレゼンテーションを

行い，また，７月には，フェルガナ，ウルゲンチ，サマルカンド，ブハラの４都市で地方セ

ミナーを開催しました。この地方セミナーは，今後，テルメズ及びタシュケントでも実施す

る予定になっております。 

今回の 高経済裁判所と JICA との法整備支援についての協力は，他国のプロジェクト，特

にドイツの GTZ などと比較いたしますと，倒産制度という市場経済において， も複雑で重

要なものを取り上げている点が特徴的だったということができます。また，プロジェクトの

活動内容も異なっているということができます。つまり，この JICA プロジェクトにおきまし

ては，その成果物が裁判官だけではなくて，民間セクターを含む，他の関係諸機関にも活用

してもらえる，しかも長期間に渡って活用できる施策を講じたという意味で，効果的で，か

つ，実益もあるものになったと思います。 

高経済裁判所には，注釈書作成のノウハウが蓄積されました。また， 高経済裁判所で

は，今後倒産事件に関する裁判所決定例の取りまとめを行い，裁判所決定の書式集を発刊す
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ることを考えています。 

また，経済裁判所では，企業の倒産防止にも務めております。とりわけ，企業を経営破綻

状態に追い込んだ企業代表者の責任追及，あるいは，企業の支払不能状態の隠ぺいや倒産制

度の悪用に対し，経済裁判所が持つ権限を積極的に行使して法的責任を追及することを考え

ております。 

後になりますが，この注釈書が，国内の法曹関係者にとって，倒産制度に関する も有

益な知識源になったということを申し上げたいと思います。本書は，倒産制度とその実務の

改善のために大変大きな役割を果たしています。また，経済裁判所の裁判官が倒産事件を審

理する際にも大きな助けとなっています。学者にとっても，実務家にとっても大きな価値を

持つものです。我々は，これまでに行ったことだけにとどまらず，今後とも倒産制度に関す

るセミナー開催や学習を行っていくことを考えております。 

今回の注釈書の作成作業によりまして，経済裁判所の裁判官は，倒産制度について，より

深い知識を得る事ができ，また，現在の倒産法に存在する幾つもの問題点を明らかにするこ

とができました。この点については， 高経済裁判所としては，今後，法案の策定提出，あ

るいは 高経済裁判所総会決議の形で明確化を図ることなどにより，これらの問題を解決し

ていく所存です。 

ありがとうございました。 

 

「ウズベキスタン倒産法の変遷と 

注釈書発刊が倒産実務において果たす役割について」 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会法務部長 

アジモフ・ムラット・カリモヴィッチ氏 

 

本日お集まりの皆様，こんにちは。また，今

回の協力関係で一緒に仕事をしていただきまし

た日本側の皆様と，再び日本でお会いできてう

れしく思います。 

それでは，私の方からは，「ウズベキスタン

倒産法の変遷と注釈書発刊が倒産実務において

果たす役割について」というテーマで話をさせ

ていただきます。 

今までの発表者のお話でも出てきましたが，

倒産法は，どの市場経済下の法制度においても，不可欠な要素です。倒産制度は，支払能力

がない債務者の商業活動を清算によって停止させることによって，また，困難な状況に陥り，

再建のための助けを必要としている企業に対して支払能力を回復する機会を与えることによ

って，市場の健全化を促します。 

ウズベキスタンが従来の中央集権的な形態から市場経済に移行することを決定してすぐの
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１９９４年５月５日に倒産法が確立されました。しかし，この 初に制定された倒産法は，

実質的には機能しておりませんでした。初期に経済裁判所が取り扱った倒産の事件件数は，

わずか２件でした。それと同時に，当時の共和国の経済状態は大変苦しいものでありまして，

従来の集権的な計画に基づいて低賃金，低コストで従来の企業活動を行うことに慣れた多く

の国営企業は，厳しい競争条件に置かれ，苦しい財政状態に陥りました。この状況で倒産メ

カニズムの実現が，つまり向こう見ずな経営主体を除外していくメカニズムの実現というも

のが，ウズベキスタンの経済が発展する上で大変差し迫った必要事項の 1 つとなりました。

そういった中で，共和国政府の首脳部は，倒産制度を，効率の悪い経営主体を交代させる，

社会的な意義を持ち，収益を得る可能性のある産業を保護する，非効率的な産業を効率の良

い，又は収益の見込みのある産業に転換する，あるいは，赤字企業を再建し，資産関係の安

定性を確保し，そして雇用を確保するといった目的を達成するためのツールの一つとみなし

ました。 

そういった事情で，１９９５年７月１７日に「倒産法の利用促進に関する内閣令」が発布

され，赤字企業経営・財政活動調査政府委員会が発足しました。翌年１９９６年１２月１１

日には，倒産問題の国家統制・国家管理を目的とした「倒産法の更なる利用促進についての

大統領令」が発布され，経営破綻企業の問題を専門に扱う国家機関が発足しました。このこ

とにより目に見える成果が現れ，初めの倒産法が制定された後の１年間で倒産認定の申立て

が２件しかなかったのに対して，この１９９７年には経済裁判所が倒産を認めた企業の数は

137 になりました。 

初めの倒産法は条文数も大変少なく，全部で 35 条しかなかったわけですが，１９９８年８

月２８日に「倒産法の変更・追加に関する法律」が発布され，この法律により倒産法（第２

版）が承認されたことで，倒産法の適用による効果が著しく向上しました。この倒産法（第

２版）は旧法より条数が増え（35 条から 133 条），倒産事件の審理手続がより詳細に規定さ

れ，また「外部管財」という新しい手続が導入され，債権者の権利が格段に拡大しました。

この倒産法（第２版）の も重要な点は，倒産兆候（倒産原因）が「支払不能」から「債務

不履行」に変わったということです。倒産法（第２版）制定後の倒産事件件数ですが，この

倒産法（第２版）が制定される前の１９９８年の倒産事件件数が 439 件だったのに対して，

新倒産法制定後の２００２年には，1,250 件に増加しました。 

審理件数が増え，判例の分析が進み，実務経験が蓄積されていく過程の中で，倒産に関す

る法的調整システムにおいてどのような不備があるかが明らかになってきました。 

２００３年４月２４日に倒産法の更なる変更・追加が行われ，倒産法（第３版）として承

認されました。倒産法（第３版）は，全 192 条からなり，債務者の支払能力回復を目的とす

る再建型手続に関しての新しい規定が多く含まれました。また，「監視」と「裁判上の再生支

援」という２つの新しい手続ができ，裁判所任命管財人制度の導入も行われました。 

倒産法（第３版）の制定は，倒産制度の効果を著しく高めました。例えば，倒産件数は，

２００４年は 1,742 件だったのに対し，２００６年は 3,545 件，２００７年は上半期だけで

既に 2,000 件以上となっております。司法統計を見ましても，効率の悪い経営主体の除外，
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つまり清算という市場のメカニズムは，我が共和国では，今かなり機能していると言えると

思います。 

しかし，一方で，債務者の倒産認定は，マイナスの効果も持ち合わせています。なぜなら，

倒産認定というものは，債務者本人の財産に関する利害のみならず，他者の権利や利害にも

影響を及ぼすものだからです。その企業の従業員，取引先，債権者といったところが影響を

被るわけですし，それにより社会的にも大きなコストが発生することになります。もちろん，

こういった倒産制度の機能，その活用については，倒産法が初めに制定されたときから，き

ちんと考慮し改善していくべきものであったと思いますが，なかなか当初は時間がなかった

ということもあります。しかし，倒産法（第３版）が制定された事によりまして，この部分

においてかなり改善が見られております。 

こういった様々な倒産に関する調整，あるいは倒産企業の保護策といったことも含めた倒産

問題を専門に解決する国家機関も発足しました。このような専門の倒産事件管轄機関は１９９

６年１２月１１日付け大統領令（UP-1658 号）により発足したものですが，この機関の企業倒

産分野における国家調整の重要な課題の一つに，定款資本に国家の持分が含まれている企業に

ついてその財政状態をモニタリング（分析）し，その中から，支払不能企業，赤字企業，経営

破綻企業を発見すること，また，そういった企業の財務健全化策の案を立てる（企業再建案を

作成する）といったことがあります。 

倒産法（第３版）の施行以降，倒産事件管轄機関は，共和国内にある 836 の大企業につい

て再編・財政健全化計画を策定し，その実施及び国家支援策の実施により，130 の企業が経

営破綻状態から脱却し，88 の企業が赤字状態から脱却しました。 

倒産制度が持つ２つ目の機能である，再建，支払能力回復の可能性がある企業に対する支

援についてですが，これもうまく機能しています。 

しかし，それと同時に，経済裁判所及び倒産事件管轄機関が扱った倒産事件の実務を検討

したところ，倒産の基本概念，倒産原因，裁判所任命管財人の法的身分，再建型手続，特定

の範疇に属する法人債務者の倒産に関する特則といった事柄に関して，企業家，行政・経済

管理機関の職員，裁判所任命管財人の知識が，まだ不十分であることが分かりました。加え

て，倒産問題について書かれた文献が極めて少ないという事情があり，倒産法の注釈書につ

いてはそもそも存在していませんでした。 

そして，今までに発表者の皆様からも口々にお祝いの言葉を頂きましたが，私としても非

常にうれしいことに，このプロジェクトによって，倒産法の注釈書が完成しました。この注

釈書は，JICA と 高経済裁判所の共同事業により作成され，この実施においては法務総合研

究所国際協力部の多大な協力を頂きました。 

倒産法の実務においてこの注釈書が果たす役割について話すといろいろあるのですが，一

つお話ししておきたいのは，このプロジェクトの初期に，ウズベキスタン側の 15 人ぐらいの

メンバーが，35 日間，日本で研修を受けさせていただいたことです。参加者は，経済裁判所

から私も含め８人で，他の機関からも研修に参加させていただいたのですが，この時の研修

で，日本の倒産制度について学ぶ機会を頂きました。それにより，日本の倒産法制を足がか
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りにして，倒産制度に共通する本質，形態，方法論についてよりよく理解することができま

した。また，この注釈書の作成に携わった２年もの間に，本日御出席の池田教授，出水弁護

士を始め，日本側の専門家の皆様から絶えずコメントと参考資料を頂きました。このように，

ウズベキスタン側の執筆者が注釈書の草案作成の初期の段階から常に批評的なコメントを得

ながら作業できたということは，とても大事な意味を持っていたと思います。このコメント

によって，注釈の質を大きく向上させることができました。 

出水弁護士の発表でも触れられておりましたが，ちょうど注釈書草案の執筆作業が活発に

行われていた時期と，倒産法の適用に関する 高経済裁判所の総会決議作成の時期が重なっ

ていましたので，日本側との注釈書協議で出された様々な提案をこの総会決議であるとか，

様々な部分に，大変機動的に素早く反映することができました。 

ウズベキスタン側ワーキンググループメンバー一同は，この注釈書作成プロジェクトを通

じて蓄積した知識や経験を，今後とも，倒産法制やその実務の改善，そして，今後の学術活

動等において活用していく所存でございます。 

それから，今回のセミナーに参加する前に，日本側ワーキンググループから，「ウズベキス

タン倒産法注釈書プロジェクトにおける協議実施結果に基づく提言書」というものを追加で

頂きました。それは内容的に大変多く，約 50 ページありました。 

我々ウズベキスタン側は，このプロジェクトの終了により我々の活動が終わってしまうと

いうことではなく，今後とも日本側から頂いたコメントを参考にしながら，より良い倒産法

制を目指して活動を続けていく準備ができているところです。 

後になりましたが，ウズベキスタン側ワーキンググループ一同，JICA 及び法務省の皆様

からの惜しみない御指導，それから，財政援助につきまして，改めて深い感謝の意を表した

いと思います。 

御静聴ありがとうございました。 

 

「注釈書活用促進のための具体的取組について―地方セミナーの開催―」 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会 

倒産企業清算・管財人監督部長 

プラトフ・バハディル・ウトゥクロヴィッチ氏 

 

皆様，こんにちは。私の発表のテーマは，「注

釈書活用促進のための具体的取組について―地

方セミナーの開催―」についてです。アフマノ

フ氏からも説明がありましたが，一連の地方セ

ミナーというものを我が共和国の各地方にて実

施しております。 

どのような事業にしてもそうだと思うのです

が，特に法律の注釈書を作るというプロジェク
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トの場合，その 大限の効果を得るためには，この分野に関心を持つ専門家やこのような書

籍を利用する人々の間に，その成果を広く普及させることが必要となります。このような目

的で，マス・メディアを通じてプレゼンテーションを行う，あるいはセミナーの開催を通じ

て書籍内容に関する広報活動をするということがよく行われます。 

倒産問題にかかわる専門家が地方にも多くいるという点を考慮しますと，地方セミナーの

開催は，注釈書の普及に 適な方法といえます。また，セミナーを開催することにより，セ

ミナー参加者が，直接，注釈書の執筆者や，JICA 長期派遣専門家の松嶋氏，JICA 事務所スタ

ッフのシャリポフ氏といったプロジェクトの関係者と直接交流できるというメリットもあり

ました。これによって，より詳細に注釈書作成プロジェクトの趣旨や意義を説明し，より聴

衆に分かりやすく注釈の内容を紹介することができるという側面もあります。 

このような目的を達成するため，本プロジェクトのワーキンググループは，倒産法注釈書

普及のためのセミナーを開催することを決定しました。そして，この地方セミナーで，カラ

カルパキスタン自治共和国と国内の 12 の州及びタシュケント市をカバーすることを考えま

した。このアイディアは， 高経済裁判所，非独占化委員会，JICA ウズベキスタン事務所が

合意した「倒産法注釈書セミナー開催スケジュール」という書面により承認され，このスケ

ジュールに従い，２００７年７月から８月にかけ，セミナーを開催しました。各州や州都の

所在地については，パワーポイントスライド「Ⅰ ウズベキスタン共和国全図」（本誌 80 ペ

ージ）を御覧ください。７月５日には，フェルガナ市で，フェルガナ州，ナマンガン州及び

アンディジャン州を対象としたセミナーを開催しました。７月１２日には，ウルゲンチ市で，

カラカルパキスタン自治共和国及びホレズム州を対象としたセミナーを開催しました。７月

１９日には，サマルカンド市で，ジザク州，サマルカンド州及びカシュカダリヤ州を対象と

したセミナーを開催しました。７月２０日には，ブハラ市で，ブハラ州及びナヴォイ州を対

象としたセミナーを開催しました。なお，当初の予定では，８月３日に，テルメズ市で，ス

ルハンダリヤ州を対象としたセミナーを開催し，８月１１日には，首都であるタシュケント

市で，タシュケント州，シルダリア州及びタシュケント市を対象としたセミナーを開催する

予定でしたが，予定を変更し，注釈書ウズベク語版の発刊まで延ばすことになりました。セ

ミナーは，それぞれの州都で も立派な会場で開催されました。各セミナーの具体的な様子

は，パワーポイントスライドのⅡ（本誌 81 ページ）以降を御覧ください。地方セミナーの実

績については，「地方セミナーの実施状況について」という配布資料にまとめてありますので，

後で御覧ください（本誌 119 ページ）。 

このセミナー開催の責任者となりましたのが，ワーキンググループメンバーのアジモフ氏，

私，それから，ソリエフ氏，ナム氏，タジエフ氏，ウマロフ氏です。 

セミナーは次の手順で行われました。開催地の経済裁判所所長が開会の辞を述べた後，セ

ミナーの第一部は，３つから４つの発表を行います。うち２つはウズベキスタン側ワーキン

ググループメンバーによる発表で，そのうちの１つは，ウズベキスタンの倒産法制の発展に

関する発表とし，残りは注釈書で取り上げられている問題をより周知させるためのものとし

ました。例えば，アジモフ氏は，倒産法制に関する理論的な問題，倒産法制の発展，倒産法
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の改正の歴史をウズベキスタンの経済改革と結び付けて発表しました。その他のメンバーの

発表は，各倒産事件手続の適用に関する問題をテーマとして取り上げました。具体的に言い

ますと，裁判上の再生支援手続，外部管財手続，清算手続，また，簡易倒産手続に関する問

題を取り上げました。パワーポイントスライドのⅥ（本誌 83 ページ）は，フェルガナ会場に

おける，ワーキンググループメンバーのナム氏による発表の様子です。 

あとの２つは，JICA 側による発表でした。この地方セミナーでは，JICA の松嶋長期専門家

も発表しました。彼女の発表の内容は，倒産手続における債権届出手続に関するものでした。

松嶋氏はロシア語で発表を行い，聴衆の評判もよく，注目を集めていました。また，JICA ウ

ズベキスタン事務所のスタッフであるシャリポフ氏は，注釈書の作成，改訂作業や，注釈書

の構造等について発表しました。発表者は，発表時に，パワーポイントスライドなどの視覚

資料を使用しました。 

セミナーの第二部は，発表内容に関する質疑応答としましたが，この部分が も活発で興

味深いものとなりました。我々がまとめたところでは，一回のセミナーで平均，30 から 50

の質問が出され，質問者はその場で直接十分な回答を得ています。質問のほとんどは，実務

における倒産法の適用に関するものでした。その際，質問者は，具体的な企業に関する具体

的な手続を例に挙げて，それに基づいた質問をしていました。本日は時間も限られておりま

すので，残念ながら，すべての質問内容をここで取り上げることはできませんが，どのよう

な質問があったかについて，幾つか紹介させていただきますと，追加株式の発行，資産の置

換といった債務者の財政健全化の新しい手法の適用に関する質問が出ました。特に参加者の

関心を集めたのは，債務者財産の売却方法，財産の査定，公開競売の実施に関する注釈書の

解説に関するものでした。また，債権登録簿の作成に関する質問も多かったと感じています。 

今まで行われた地方セミナーの参加者数は，延べ 340 人ほどです。参加したのは，経済裁

判所裁判官，非独占化委員会の職員，検察庁や司法省，税務機関の職員，弁護士，倒産問題

に関心を持つ学者などです。平均的な参加者を割合で見てみますと，税務機関職員が 52％，

経済裁判所裁判官・職員が 14％，非独占化委員会の職員が 14％，検察庁職員が 10％，司法

省職員が５％，学者が５％となります。これは飽くまで平均値ですので，各セミナーによっ

て参加者の割合は変わってきます。 

この地方セミナーについては，より多くのセミナーに関する情報を流すという観点から，

セミナー開催に関する情報を全国紙・地方紙に掲載し，全国・地方のテレビ，ラジオ放送で

も宣伝しました。私がタシュケントをたつ２日前にも，私が所属しております非独占化委員

会のウェブサイトにセミナー開催のお知らせを掲載してきたところです。 

地方セミナーの参加者からは，参加して大変良かったという評判を得ており，また，倒産

法制に関する日本人専門家との協力継続を望む要望も多く聞かれました。 

私からの発表は以上です。御静聴ありがとうございました。 
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「民間セクターに対する倒産制度の広報活動とその必要性について」 

JICA ウズベキスタン事務所  シャリポフ・シャリフゾダ氏 

（代読：JICA 社会開発部第一グループガバナンスチーム  竹内 麻衣子氏） 

 

御列席の皆様方，そして当プロジェクトの日本側・

ウズベキスタン側ワーキンググループのメンバーの前

で発表する機会を頂きましたことを，大変，光栄に思

います。 

今回，自らこのセミナーに出席し，発表することがで

きなくなりましたことを，心よりおわび申し上げます。 

始めのパワーポイントスライド（本誌 85 ページ）を

御覧ください。今回の発表では，主に民間セクターに

対する注釈書の広報活動の必要性，広報活動の内容及び広報活動の成果の 3 点についてお話

ししたいと思います。 

民間セクターに対する倒産法注釈書の広報活動を行う理由としては，次の二点を指摘しな

ければなりません。それは，①倒産制度がウズベキスタンでは新しい制度であること，②民

間セクターが国の発展の牽引力であることです。 

倒産制度がウズベキスタンに導入されたのは，比較的 近の１９９４年のことです。それ

まで，大方の人々が「倒産」という言葉から連想するものは，外国映画などで見たような，

企業家が無一文になるといったイメージでした。様々な改革や市場経済への移行プロセスが

始まるとともに，経済活動主体の経済破綻に関連する諸関係を規定する必要が出てきました。

しかしながら，我が国の倒産法制は，他の旧ソ連諸国と同様，日本を含めた諸外国のものと

は大きく異なっていることを，指摘せざるを得ません。 

それに，「倒産」というもののとらえ方，倒産に対する見方も，諸外国と異なります。まだ，

このプロジェクトの初期のころですが，日本人専門家がウズベキスタンを訪問された際に，

どなたかが「倒産した企業の社長が自殺したりすることがありますか？」という質問をされ

たのですが，その質問に対してウズベキスタン側から「ノー」という答えを得て，かなり驚

いていらっしゃったのを覚えています。それも，当然なのかもしれません。私たち自身も，

外国映画では，破産者が死んで人生の片をつけるという話をよく見かけます。 

これに対し，わが国の企業家は，「倒産」というものを少し軽く見ているところがあります。

一つ会社を駄目にしてしまっても，次の日には，もう，別の場所に別の会社を作るのです。 

私自身も，経済や法学の教育を受けていなかったこともあり，正直に言いますと，「倒産」

については，とてもネガティブな現象であるように思っていました。しかし，このプロジェ

クトの実施過程，協議にかかわるようになり，また，注釈書のウズベク語版の編集のため，

注釈書を熟読するようになって，倒産制度の目的は，企業の存在を停止させることだけでな

く，債権者や債務者の利益を保護すること，経営破綻状態にある経済主体を除外すること，

相応の可能性がある場合については企業を再建し活動継続のチャンスを与えることにもある

民間セクターに対する倒産制度の広報民間セクターに対する倒産制度の広報
活動とその必要性について活動とその必要性について

JICAJICAウズベキスタン事務所員ウズベキスタン事務所員

シャリポフ・シャリフゾダシャリポフ・シャリフゾダ

Mr. SHARIPOV Sharifzoda Mr. SHARIPOV Sharifzoda 
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のだということが，分かるようになりました。 

大半の国において，民間セクターこそが国家の発展の牽引力であり，GDP の大部分が民間

セクターであるという点については，皆様，異論のないところだと思います。ということで

あれば，債権者や企業代表者として民間セクターがより良く倒産法制を知り，よりうまく活

用できればできるほど，ビジネスがうまく発展していくと言えるわけです。 

この場合，民間セクターには，ウズベキスタンの企業だけでなく外資も含めることができ

ると思います。このプロジェクトでは，この注釈書の日本語版，英語版も準備しています。

今の段階でも既に，外国の方々から英語版の配布に関する問い合わせを頂いております。 

以上，この注釈書の広報の必要性について，その理由を説明いたしました。次に，そのた

めに具体的に行う活動，企業活動でいうところの「PR 活動」の内容についてお話ししたいと

思います。 

では，時系列で，今まで行ってきた PR 活動を

振り返ってみます。 

パワーポイントスライドの「2.1.1 広報活動 

事前 PR」（本誌 87 ページ）を御覧ください。プ

ロジェクト期間を通じて，«JICA Uzbekistan 

Office Newsletter»4で，短期派遣専門家のウズ

ベキスタン訪問，ウズベキスタン側ワーキング

グループメンバーの日本での研修などについて

の情報を掲載しました。 

次に，パワーポイントスライドの「2.1.2 広

報活動 事前 PR」（本誌 88 ページ）を御覧くだ

さい。“JICA annual press tour for journalists”への参加です。このプレスツアーでは，

新聞，ラジオ及びテレビの代表者が，日本側及びウズベキスタン側ワーキンググループメン

バーに対して直接取材，質問を行います。左側の写真では，ジャーナリストたちが日本側及

びウズベキスタン側ワーキンググループメンバーを直撃している様子がうかがえます。この

情報はラジオ・テレビ放送及び新聞記事の形で報道されました。 

プロジェクト全体のクライマックスとなったのは，タシュケント市のナショナル・プレス・

センターにマス・メディアを招いて行われた，注釈書ロシア語版の発刊プレゼンテーション

です。パワーポイントスライドの「2.2 広報活動 注釈書発刊プレゼンテーション」（本誌 88

ページ）を御覧ください。このプレゼンテーションには，新聞，テレビ各社，民間のインタ

ーネットサイト UZREPORT.COM.の記者が来ていました。このプレゼンテーションの様子につ

いては，先ほど池田教授の講演において紹介があったとおりです。 

次に，パワーポイントスライドの「2.3 広報活動 注釈書及びその電子バージョンの配布」

（本誌 89 ページ）を御覧ください。 

                                                 
4 JICA ウズベキスタン事務所ウェブサイト(http://www.jica.go.jp/uzbekistan/english/newsletter.html)から閲

覧可能（2007 年９月末現在，第６号（2006 年１月号）まで掲載） 

シャリポフ氏発表（代読：JICA 社会開発部第一

グループガバナンスチーム竹内麻衣子氏） 
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注釈書の配布先については，このプロジェクトのメインパートナーである 高経済裁判所

と協議して決定し，国家機関だけではなく，商業銀行，弁護士協会，法学部や経済学部があ

る大学，公立図書館，弁護士事務所といった民間セクターも含めました。 

このスライドの右上の写真は，このプロジェクトの JICA 長期派遣専門家である松嶋氏（右

から２人目）と，本日このセミナーに参加されており，注釈書執筆者の一人であるフェルガ

ナ州経済裁判所長のソリエフ氏（右から３人目）が，フェルガナ国立大学の図書館に注釈書

を寄贈している様子です。右下の写真は，サマルカンドのセミナーの際に，松嶋専門家が法

律事務所の方に注釈書を渡している様子です。左上の写真はウルゲンチの工業・企業カレッ

ジです。ここは，通りかがりに見つけたのですが，ここにも注釈書を配布しました。左下は，

ウルゲンチ国立大学を訪問して，注釈書を配布している様子です。 

ところで，倒産法を運用するのは，経済裁判所，倒産事件を管轄する国家機関である非独

占化委員会や，検察庁，税務機関，そして，管財人ですが，倒産法の適用対象は，正に民間

セクターです。倒産事件は，民間セクターにいる企業が債権者としても債務者としても開始

することができるので，これらの者が，正しい時期に正しい形で倒産事件を開始し，倒産手

続に参加できるようになれば，倒産法が真に機能するようになります。 

この点については，民間セクター自身も同様に考えており，例えば，銀行は，倒産事件に

債権者として関与することが多いですが，ある銀行からは，倒産事件を利用したいが，手続

がよく分からないので倒産手続を利用することを躊躇していると言われたこともあります。

また，銀行に注釈書を届けに行くと，法務部以外の各部署から多くの人が面会に出てきたこ

ともありますし，渡したその場でこれまで疑問に思っていたであろう箇所を熟読する弁護士

もいました。また，企業からも，倒産事件が開始されると，自身の企業の運命はどうなるの

か知りたいとの連絡があったこともあります。そこで，このプロジェクトでは，商業銀行，

弁護士会，商工会議所等に注釈書を届けています。 

さらに，民間セクターといっても，ウズベキスタンだけではなく，外国も視野に入れる必

要があります。ウズベキスタンには，ロシアや CIS 諸国だけではなく，ヨーロッパの外資企

業も多くあります。先ほど説明いたしましたとおり，外資企業や各国の大使館からも，注釈

書について問い合わせを受け，配布しています。この場合，特に，英語版の需要が高いです。 

次に，ウズベキスタンにおける地方セミナーです。 

地方セミナーの詳細につきましては，注釈書執筆者の一人であります非独占化委員会のプ

ラトフ氏から先ほど説明がされたとおりですが，私の方からは，この地方セミナーに，裁判

官や裁判所任命管財人以外に，弁護士，法律や経済を教える教授，銀行といった民間セクタ

ーの代表を招いたということを申し上げたいと思います。 

地方セミナーでは，私は，どこで注釈書を読むことができるか，また，注釈書をどのよう

に活用できるかについてお話ししました。 

また，この地方セミナーのときに明らかになったのですが，各国家機関へ注釈書を配布し

た際，中央機関の方に地方支局の分も入れて十分な部数を渡したにもかかわらず，地方支局

の中に注釈書を受け取っていないところがあることが発覚しました。この事態を勘案し，ウ
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ズベク語版を配布する際は， 高経済裁判所が各州の経済裁判所を通して，直接，各国家機

関の地方支局に注釈書を配布することにしました。また，注釈書は，地方セミナー開催を通

して，各大学，銀行の支店，弁護士事務所などに配布しました。また，セミナーの広報のた

めに，テレビも含めた報道関係者も招きました。例えばブハラでは，NN－TV という非政府系

非営利のテレビ局を招待しています。 

次に，自由にアクセスできるインターネットでの注釈書の電子バージョンの配布について

です。 

まず，プロジェクトのメインパートナーである 高経済裁判所のウェブページに電子バー

ジョンを掲載し，また，弁護士協会，大学電子ライブラリー，ウズベキスタン法令の商業デ

ータベース”NORMA”にも依頼して，掲載させてもらいました。 

先ほど説明したように，このプロジェクトでは，民間セクターに対して注釈書を配布する

活動を行っておりますが，残念なことに倒産法の知識を知りたいであろう，又は，知るべき

であろう民間セクターの企業や事業者を我々が探し出し，注釈書を配布していくということ

は大変困難です。現在必要でなくとも将来必要になることもあります。そのため，このプロ

ジェクトでは，注釈書を直接配布すると同時に，注釈書が存在するという情報を広く，かつ，

長期間にわたり流し，例えば１年後に注釈書が必要になった企業などが，弁護士会，大学の

図書館やインターネット等で，倒産法の知識を得ることができるようにしています。 

先ほど説明した地方セミナーですが， 後の地方セミナーは，首都タシュケントで，注釈

書ウズベク語版の発刊に合わせて，開催する予定です。 

その後，JICA ウズベキスタン事務所の広報活動の一環として，成功プロジェクトの一例と

してビデオ資料を作成する予定になっています。 

さて，これらの広報活動の成果ですが，セミナー参加者数，配布部数―これらの数字は，

単なる数字，統計にすぎません。 

例えば，誰か知らない人がこの注釈書を読んでいるのを偶然見かけたとか，この注釈書に

関心を持った人々から「この本はどこで入手できるのですか？」という問い合わせの電話を

受けたといったようなエピソードとは，比べものになりません。 

そして，このようなことが，現実に起こっているのです。ある日，偶然，街でこの注釈書

を手にした若者を見かけた時，私がどれだけ誇らしい気持ちになったか，皆さん，想像でき

るでしょうか？彼は 20 歳ぐらいの若者で，学生かばんを持って，タシュケントの金融大学の

近くにいました。注釈書が既に学生，つまり，未来の専門家の関心を引き付けているという

ことが，ここから分かります。そして，これは，まだ始まりにすぎません。今後，ますます，

面白くなっていくことでしょう。 

皆様，御清聴ありがとうございました。 
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「ウズベキスタンにおける倒産制度及び倒産実務の問題点解決に向けた今後の課題」 

法務総合研究所国際協力部長  稲葉 一生 

 

法務総合研究所国際協力部長の稲葉と申

します。 

私の方からは，「ウズベキスタンにおけ

る倒産制度及び倒産実務の問題点解決に向

けた今後の課題」というテーマで，これま

でのこのプロジェクトの活動を振り返った

上で，今後課題となるであろう事項につい

て，５項目にわたって説明をさせていただ

きます。 

民間セクターへの周知の必要性，倒産実務担当者への周知の必要性，管財人業務の在り方，

書式集について，倒産法の解釈の統一への取組の５項目です。 

まず，民間企業，銀行，弁護士といった民間セクターに対して，引き続き，倒産法注釈書

の存在や倒産制度自体の周知を図っていくことの必要性についてです。 

このプロジェクトでは，倒産法注釈書は書店で販売せず，関係機関に無償で配布する方式

をとっております。このプロジェクトのターゲットが経済裁判所裁判官とされていることか

ら，経済裁判所には十分に注釈書が配布されていますので， 高経済裁判所の方では，注釈

書の配布状況には問題はないと認識されているようですが，地方セミナーにおいて出された

意見や，本プロジェクトの終了時評価現地調査の際行ったインタビュー結果によれば，民間

企業，弁護士等の民間セクターからは，依然，注釈書の配布部数が足りないという声がある

ようです。 

また，注釈書の電子データの配布は無料で行っており，インターネットサイトからもダウ

ンロードできるようになっておりますが，ウズベキスタンにおいてはインターネット環境に

問題があることやパソコンの普及率も高くないということから，電子データの無料配布が必

ずしも現時点では有効な普及手段とまでは言えないという事情があります。 

注釈書の発刊部数には限りがあり，これからウズベク語版が配布されることになりますが，

注釈書が適切に配布されるように配布先を選別する必要があります。それとともに，ロシア

語版の配布の際には，中央機関から地方機関に注釈書が配布されても，地方機関の方で注釈

書の存在の広報活動がきちんと行われておらず，注釈書の存在が知られていない実態がある

と聞いていますので，この点も改善すべき点として挙げられます。 

それとともに，注釈書が配布されなかった民間企業等の人が注釈書にアクセスできるよう

にするため，どこに行けば注釈書を手に取ることができるのかを周知する必要があります。 

民間企業等に対しては，６月２９日に実施した発刊プレゼンテーションのように，マスコ

ミを利用した周知も有効だと思います。 

ところで，地方セミナーの開催に際し，経済裁判所，非独占化委員会，税務機関等の政府
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機関に対してはセミナーへの参加を呼びかけ，これらの政府機関からは多くの方が参加され

たと聞いています。 

一方で，民間企業，銀行，弁護士等に対しては，セミナーへの参加の呼びかけは，積極的

には行われなかったと聞いています。しかし，民間企業や銀行は，実際に倒産事件の当事者

になり得るわけですし，民間企業や銀行としては，取引先が倒産しそうな場合にいかに債権

を回収するかについて弁護士に相談することも多いと思います。今回の地方セミナーでは，

日本側からの働きかけにより，民間企業，銀行，弁護士等にも参加してもらいましたが，こ

れらの参加者からは，有益であったという意見が多く出されていたと聞いています。 

また，JICA の方で注釈書を配布するために銀行を訪問した際，銀行の担当者から，倒産法

の重要性は理解しているが，これまで倒産法に関する書籍がなく，倒産法の内容を知ること

ができなかったので，倒産制度を利用することにはためらいがあった，という声も聞かれた

とのことです。 

民間企業の場合，取引先や融資先が倒産することも当然あり得るわけで，倒産制度の情報

を取得することについては，切実な立場に置かれているということもできますので，倒産制

度の情報についての需要は高いものと思われ，倒産法注釈書の存在や倒産制度自体の周知を，

民間セクターに対して，引き続き行うことが必要です。 

次に，倒産実務に携わっている担当者に対して倒産法や倒産制度を周知する施策の必要性

です。 

地方セミナーの実施に際しては，セミナー参加者に質問票を記載してもらいましたが，日

本側では，フェルガナ，ウルゲンチ，サマルカンド及びブハラで行われた地方セミナーにつ

いてその取りまとめを行ってみました。 

その結果を見ると，かなり基本的な質問が多いという印象を受けます。 

例えば，管財人の報酬はどのように決定されるのか，債務者の倒産手続に関する公報誌へ

の公告費用を債務者が支払えない場合に管財人が立て替えて支払った場合，誰に請求できる

のか等，管財人に関する基本的な質問が，管財人自身や，管財人を監督する非独占化委員会

の地方支部の職員から多く提出されていました。また，倒産事件手続の開始要件についての

質問や，倒産事件手続が開始されたが弁済期が到来した債権を弁済してもよいか，というよ

うな質問も見られました。 

これらの質問は倒産法の条文を見れば解決する問題が多いと思われますが，これらの質問

が出されることからすると，倒産実務に携わっている担当者においても，まだ倒産法の規定

が周知されず，倒産制度の内容が十分理解されていない現状がうかがえます。 

今回行われた地方セミナーで実施した質問票形式の調査に対する回答は，倒産実務上の問

題点を把握するために非常に貴重なデータですので，ウズベキスタン側にも，是非提出され

た質問票の内容を分析していただきたいと思います。 

そして，例えば，今回の地方セミナーにおいて提出された質問票の質問内容のうち，多く

見られる質問については， 高経済裁判所と非独占化委員会が協同して回答集を作成し，関

係機関に配布すれば，それだけでもかなりの問題点が解決し，実務の改善が図られるように
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なると思います。 

次に，管財人業務の在り方についてです。 

日本側が管財人に行ったインタビューの結果等によると，管財人は法律の専門家ではない

ということもあって，「現在の倒産法の条文は，倒産実務に合致していない。」という意見

を唱える管財人もいたとのことであり，倒産法の条文に基づいて実務を行うというよりは，

従前から確立しているやり方に習って実務を行う傾向があるという印象を受けます。 

しかし，管財人は，倒産事件の関係者の間に立って，債権者と債務者との利害関係の調整

や債権者どうしの利害の調整を図るという重い職責を担っています。そのような管財人が，

倒産事件の関係者から公正に業務を行っているという信頼を得るよりどころは，やはり倒産

法という法律の規定に従って業務を行っていることにあると思います。 

管財人の監督は非独占化委員会が行っておりますが，昨年末から管財人協会の活動が本格

的に開始されたとうかがっており，今後，管財人協会がいかにその活動を展開していくかが

期待されるところです。 

管財人協会による活動としては，管財人協会による管財人に対する研修の充実なども考え

られますが，倒産実務に直結する活動の一つとしては，管財人候補者の選任についての管財

人協会の関与が考えられると思います。 

管財人のインタビュー結果によると，債権者が債務者の倒産事件開始を経済裁判所に申し

立てる場合，倒産法の規定では，債権者は，管財人の候補者も併せて推薦することとされて

いるのですが，実務では，そのようなことはほとんど行われず，債務者に対する倒産事件手

続が開始されてから，管財人が選任されているとのことです。また，債権者が管財人の候補

者を推薦した場合でも，当該管財人が債権者又は債務者の利害関係人に該当し，結局，管財

人として任命することができないという事例もあるとのことです。 

このようなことから，例えば管財人協会の方で，債権者からの問い合わせに応じて，管財

人の候補者を複数紹介し，その中から選択してもらうというような管財人の候補者を紹介す

るようなシステムを作ることも一案ではないでしょうか。 

もう一つ，倒産実務に直結する活動の一つとしては，管財人から債務者や債権者に対する

情報提供を充実させることが挙げられます。 

これまで日本側がインタビュー等を行った結果では，管財人の中でも管財人業務の改善に

積極的であり，債務者等に対する情報提供を充実させる取組を行っている管財人もおられま

す。例えば，経済裁判所から管財人に任命されると，当該債務者に自分が管財人として任命

されたことを知らせるとともに，倒産法の規定に基づき債務者がしてはならないこと，例え

ば，一部の種類の債権を除き債務を弁済してはならないことや，倒産法の定める例外を除い

ては，債務者は管財人の同意を得ないと自らの財産を処分してはならないこと，また，逆に，

倒産法の規定に基づき債務者がすべきこと，例えば，給与債権者に対して倒産事件の開始が

あったことを通知することを紙にまとめ，債務者に伝える取組を行っている管財人もおられ

ます。 

通常の債務者には，このような知識をだれかから教えてもらわないと，倒産法の規定を遵
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守できないと思われ，このような情報は，債務者にとっては，非常に貴重なものであり，こ

のような取組は，広まってほしいと思います。 

管財人は，債務者や債権者に も近い存在であり，債務者や債権者とじかに接しながら管財人

業務を行うので，債務者や債権者に対して情報提供を行うのには適した存在だと思います。 

今紹介した取組は，現時点ではごく一部の管財人による取組にすぎませんが，今後は，こ

のような取組が多くの管財人に広まることや，更に経済裁判所や非独占化委員会の支援も得

て，債権者や債務者に情報提供が図られることを期待します。そして，倒産法に従った倒産

実務が行われるように努めていただく必要があると思われます。 

次に，書式集の作成についてです。 

これまでウズベキスタン側ワーキンググループのメンバーからはもちろん，終了時評価の

際のアンケートの回答の中でも，倒産事件についての書式集の必要性を訴える声が多く聞か

れました。 

例えば，経済裁判所の裁判官であれば，倒産事件についての決定等のひな形を集めた書式

集，管財人であれば，経済裁判所に提出する報告書等，管財人が作成すべき書類のひな形を

集めた書式集，銀行等の民間企業であれば，債務者の倒産事件手続開始を経済裁判所に申し

立てる場合の申立書等のひな形を集めた書式集などです。 

各関係者が，日ごろの倒産実務の中で，書式集がないことによって不便を感じている実態

がよく分かりました。 

当部教官と松嶋長期派遣専門家が経済裁判所の決定例を幾つか調べて見たところ，確かに，

同じ決定でも様々な様式のものがありました。それが，様式の違いだけにとどまらず，倒産

法の規定上，必要な事項が記載されていなかったり，誤った記載がされている例も散見され

ました。ある経済裁判所の裁判官の話では，現状では書式集がないので，前任者が作成され

た決定を参考にして，決定書を作成しているということでしたが，その前任者が作成した決

定に誤りがあると，その誤りが修正されることはほとんどなく，そのまま引き継がれてしま

います。 

例えば経済裁判所の決定の書式集であれば，決定の記載事項を倒産法の専門家がきちんと

精査した上で， 高経済裁判所が責任を持って，書式集を作成されることが望まれます。経

済訴訟法については既に決定例を集めた書式集が作成されているようですので，同様の取組

が行われるとよいと思います。 

その際，当該決定に関連する条文にはどのようなものがあるかを調査することが必要にな

りますが，この注釈書は，各項の解説に関連条文を引用する形で作成していますので，書式

集の作成作業の効率化にも貢献すると思います。 

後に，倒産法の解釈の統一への取組についてです。 

このプロジェクトでは，プロジェクトの上位目標を「ウズベキスタン全土で，倒産事件を

扱う裁判官の倒産法に関する解釈が統一される」ことと設定しています。 

今回発刊した注釈書が，ウズベキスタンにおける倒産法の解釈の統一にどれだけ寄与する

かは，これからこの注釈書がどのように活用されるかによると思いますが，日本側では，こ
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の注釈書に記載されていない事項であっても，今後この点が反映されればウズベキスタンに

おける倒産法の解釈の統一が促進されると考えている事項があります。 

そこで，日本側のワーキンググループでは，そのような事項を，「『ウズベキスタン倒産

法注釈書プロジェクト』における協議実施結果に基づく提言書」としてまとめました。 

この提言書は，ウズベキスタン側に対し，新たな制度導入を提言するものではなく，あく

までもこれまでのウズベキスタン倒産法の枠組みを前提にしたものです。つまり，現在のウ

ズベキスタン倒産法の枠組みの中で，実務の運用を改善することにより問題点の解決を図る

ことが可能なものを中心として採り上げられています。提言の中には，倒産法の改正や総会

決議の発出を提案しているものもありますが，倒産法を抜本的に改正する必要はなく，十分

実現可能な内容であると思われ，この提言書の内容は，今回発刊した注釈書の内容を補充す

るものと位置付けることができると思います。 

今後，ウズベキスタンにおいてこの提言書に記載した事項が実現され，このプロジェクト

の目的の達成に向けた取組が行われることを期待しています。 

なお，このプロジェクトは本年９月末に終了いたしますが，法務総合研究所では，引き続

き，注釈書日本語版，英語版及びウズベク語版の電子データのウェブサイトへの掲載や，ウ

ズベキスタン倒産法の関係法令和訳のウェブサイトへの掲示など，このプロジェクトのフォ

ローを行ってまいります。 

ありがとうございました。 

 

質疑応答 

 

【司会】それでは，質疑応答の時間に移ります。質問につき２点頂いておりますので，紹介

いたします。 

まず，アジモフ氏に対する質問です。 

１点目ですが，「ウズベキスタン倒産法が１９９８年に改正されましたが，この際に倒産原

因が「支払不能」から「債務不履行」に変更となった理由を御教授願います。」という御質問

です。それから，２点目ですが，「現行の倒産法（２００３年施行）は，市場経済化の実施に

伴い市場から排除されるべき企業の処理が終わ

り，むしろこれからは生き残る能力があると思

慮される企業の再建を強化していくという位置

付けの下に制定されたという理解でよろしいで

しょうか」という御質問です。 

【アジモフ】大変興味深い質問をありがとうご

ざいます。一つ目は，我が国の経済発展の過程，

それから倒産法制そのものの発展の過程にかか

わってくる質問ですが，まず， 初に，制定当

初の倒産法（初版）の採択がされた時代がどの質問に応対するアジモフ氏（写真中央） 
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ような時代であったかを説明します。その当時は，ウズベキスタンの経済が今までの中央集

権的，計画経済から市場経済への移行を始めたばかりの段階でした。そのような状況の下，

この時代には，経済活動主体の保全・保護というものが第一に考えられて，その上で，「倒産

原因」を定める，つまり，その基準に基づいて倒産認定をするかどうかを定めました。その

時の基準が，「支払不能」という概念です。この「支払不能」がどのような概念であるか，こ

れから説明します。簡単に申しますと，倒産認定の基準は，その当事者の負債額が資産額を

上回っているかどうか（債務超過）が基準でした。つまり，債務の方が超過していないと倒

産認定ができないということです。倒産原因は，始めはこのように規定されていましたが，

この基準に従って倒産認定をしていると当時のウズベキスタンの実務の現状に合わない，倒

産法がしかるべき機能を果たさないということが明らかになりました。というのは，ソビエ

ト連邦が崩壊してウズベキスタンが独立国家となった当初，形式的には大変資産額が多い大

企業というものがたくさん存在していました。しかし，実際にそれが資産としての役割を有

効に果たすためには，実際にその資産が売れないと仕方がないわけです。当時，国内の資本

家にも資産が集まっていませんでしたし，海外企業がそういった資産を買ってくれることも

ありませんでした。一つ例を挙げます。タシュケントに「第 2 番靴工場」という企業があり

ました。ソビエト時代には，このようなそっけない名称の会社が多かったのですが，その企

業は，大量の在庫（大人用の靴や子供用の靴）を所有していました。しかし，その靴に対す

る需要がないため，企業の資産としては換金性の大変低いものでした。バランスシート上は，

資産として大変多くの物があると記載されるわけですが，実際には，換金不可能な資産がほ

とんどでした。倒産制度というのは，古い経済制度を新しい経済制度へ移行させるためのツ

ールの一つと考えられているわけですが，そういった事情があったため，我が国では，それ

では「倒産原因」を変えようということになったのです。そして「支払不能」，すなわち債務

超過という基準ではなくて，「債務不履行」に変えようと決断をしました。つまり，資産額と

して幾ら持っているかに関係なく，実際に債権者に対する債務の弁済ができるかできないか

を基準にするようになったわけです。そういったわけで我々もこういった改革の中で経験を

積んで，どこに重点を置くか決断をしてきたのです。 

二つ目の質問ですが，倒産法を第２版，第３版と改正していく中で，我々も様々な国の倒

産法制・倒産制度を研究してまいりました。例えば，ヨーロッパは，債権者重視の制度とな

っていますし，それに対して，それとは逆に，経済活動主体としてなるべく債務者を保護す

るという傾向のシステムもございます。倒産制度で後者のシステムをとっているのがアメリ

カであり，これまで我々が学んできた結果，日本も債務者の保護の方に重点を置いている制

度であることが分かりました。我が国の倒産法につきましては，初版については，どちらの

制度も，ある程度反映されていました。しかし，倒産法初版，それから改正された第２版の

倒産法が施行されていた時代というのは，ウズベキスタンは，経済状況的には，経営破綻企

業の再生ということができるような状態ではありませんでした。国としましても，そういっ

た企業に対する保護を行うことができる程の国力はありませんでした。そのようなことから，

できれば資力のある人にそういった赤字企業を買い取ってもらい，そこで企業の体力を回復
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してもらうということに注目しました。そのようなウズベキスタンの現状から，ウズベキス

タンの倒産法というのは債権者寄りのシステムになっていまして，企業がそのままでは経営

がうまくいかないということであれば，他のオーナーに来てもらい，再建をしてもらうとい

う傾向があります。大変興味深い質問をしていただき，ありがとうございます。今，ウズベ

キスタンでも投資家が育ってきており，また外資というものが活動するようになってきてい

ますので，倒産法の第二の機能，つまり，企業の再建を行うことができる時期に来ていると

いうことを指摘してくださったのだと思います。今ならば，企業のオーナー自体を変えなく

ても再建をするという可能性もあるかもしれません。 

【池田】ここで関連して補足させてください。今御質問された点は非常に良い点をついていま

すし，アジモフ氏の方から的確にお答えいただいたと思いますが，大きな流れをつかみますと，

１９９４年及び１９９８年の倒産法においては，基本的には倒産の主たる目的というのは清算

型を中心にしていると言えると思います。２００３年に倒産法の大改正がされていますが，こ

れは，実質的には新法を制定したと考える方が正しいと思います。先ほどアジモフ氏が外国法

の調査をされたと御指摘されましたが，この改正作業に際しては，ドイツやデンマークで調査

を実施しており，かなりヨーロッパ圏の調査をされた上で，改正作業がされています。ただ，

ベースとしては，ロシア連邦倒産法が色濃く残っている法律となっています。一つ言えるのは，

世界の倒産法の潮流がどちらかというと清算型から再建型に大きく動いていますが，そういう

流れにうまく合わせてきているという印象を持っています。２００３年の改正により新たに取

り入れられた「裁判上の再生支援」は，いわゆる DIP 型の再建手続ですので，その意味ではア

メリカ，あるいは日本の改革の方向性に合う形になっていると思います。 

さらに，もう一つ付け加えさせていただきます。２００３年の改正で幾つか新設の制度が

できました。従来，債務者の財産保全に関して非

常に手ぬるい状態にあったのですが，２００３年

の改正で，「監視」という手続が新たに設けられま

した。その意味で，債務者の財産保全をしっかり

行いつつ，債務者の再建の芽もしっかり確保する

こととしています。しかし，他方で，ウズベキス

タン共和国倒産法の大きな特徴であるのが，債権

者自治主義のようなものを採っておりまして，倒

産事件手続が開始した後に，具体的にどのよう手

続に進むのか，清算型又は再建型のどちらに進む

のかについては，債権者集会の意向がほぼ全面的

に反映されるという特徴を持っています。世界の

潮流を踏まえた動きと，ウズベキスタンの置かれ

た状況を踏まえて，非常に巧みな形で２００３年

の改正法が出来上がっていると感じております。

以上です。 

日本においては，ウズベキスタンという国は

まだまだ知名度が低いのが現状である。本セ

ミナーでは，ウズベキスタンにまだあまりな

じみのない参加者の方に対し，少しでもウズ

ベキスタンへの親しみを持っていただく手助

けとして，会場にウズベキスタンの民芸品を

展示するなどの試みを行った。 
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【司会】もう一つ質問票を頂いておりますので，御紹介させていただきます。同じく，アジ

モフ氏に対しての御質問です。 

「倒産実務が成功するか否かは，これらの実務を担当する管財人や担当の弁護士をいかに

教育研修させるかにかかっていると思われますが，そのためにどのような方策を考えられて

おられますか。」という御質問でございます。 

【アジモフ】これもまた，重要な問題で，よい質問だと思います。ありがとうございます。

まず，私の個人的見解を述べさせていただき，その後，私と同じく非独占化委員会で管財人

の活動を監督する担当部署の責任者のプラトフ氏から追加で説明させていただきます。 

そもそも，倒産制度における管財人というプレイヤーは，２００３年の現行の倒産法で初

めて導入されたものです。私見ですが，管財人というのは，企業の再生や活性化に向けて活

動するもので，それが任務であるととらえています。つまり，管財人というものは，危機状

態における経営のスペシャリストでなければならないと考えます。よいマネージャーであり，

よい経営者でなければならないと思います。しかし，マネージャーや経営者の役割を果たす

人たちというのは，まだ我が共和国で生まれ出した段階であり，今，経験値を積んでいる

中です。ここでプラトフ氏の方に変わりたいと思います。 

【プラトフ】まず，倒産法が規定している管財人の要件というものがあります。高等教育を

受けていること，ビジネスの実務経験があること，それから資格試験を受けて，これは倒産

事件を管轄する国家機関である我々が試験をしますが，これに合格しなければ管財人にはな

れません。そして，管財人になろうと思った場合，そしてこの資格試験を受けようと思った

場合は，特別な養成講座を受けることが義務となっています。その養成講座を受けた上で資

格試験を受け，合否が決定します。初期段階では，これくらいの要件で十分だったわけです

が，今，こうして管財人制度が発足して実務を見てみますと，管財人にもう少し理論的な知

識を高めていただく必要があるということが明らかになってきました。そういったわけで，

ウズベキスタンには，非政府団体である裁判所任命管財人協会というものがありますが，こ

の管財人協会と私が所属しています非独占化委員会とが協力して，各地方で能力向上のため

のセミナーを行っています。これは，倒産法制に関する知識を高めてもらうことと，実務の

改善を目標としています。それと，非独占化委員会の中に特別なグループが作られておりま

して，管財人協会と協力して，管財人に関する法規の改正案を策定しております。この改正

案の目的は，管財人の能力向上を義務化することであり，具体的には，①既に管財人となっ

て活動している者に対して，毎年短期講座の受講を義務化する，②新たに管財人になろうと

する者に対して，既に活動を行っている管財人の下で１年間実習することを義務化する，そ

して，そして資格試験を受けることができるのはこの実習後とし，指導した管財人からお墨

付きをもらった者だけが資格試験を受けることができるようにする，ということを考えてい

ます。これが，管財人について行われている取組です。 

【アジモフ】このような回答でよろしいでしょうか。 

【池田】私の方から少し裁判所任命管財人についてプラトフ氏に補充質問をさせてください。

２点あります。１点目は補足になると思いますが，ウズベキスタンにおける管財人制度にお
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いては，現在，１級管財人から４級管財人までのカテゴリーがあると思うのですが，このよ

うな制度は日本にはないので，是非この場で，このセミナーに参加されている方に御紹介い

ただきたいと思います。 

２点目は，倒産法 21 条２項に裁判所任命管財人の損害賠償責任が規定されていますが，こ

れについては，３年前に私が現地でヒアリングを行った際に，管財人についての保険制度が

必要だと話を伺いましたが，現状について御説明いただけますか。 

【プラトフ】確かに管財業務については日本とウズベキスタンとはかなり異なります。日本

では弁護士が管財人をされると思うのですが，我が国の場合は高等教育を受けた者で，一定

の期間のビジネスの実務経験があり，資格試験に合格した者であれば，だれでも管財業務が

できます。例えば，今，大変よく活動している管財人の一人は，元々は，軍関係者です。つ

まり，軍事活動の専門家であった者です。そして，今池田先生が言われたように，管財人の

級，ウズベキスタンではカテゴリーと呼んでいますが，４段階に分かれています。カテゴリ

ー分けの方法ですが，まず試験の成績結果によります。正解率についてですが，例えば第１

級については 75％以上正解しないとなれません。一番下の第４級については 50％以上で合格

となります。それ以外に，職歴の要件もありますし，それから以前に努めていた職場の役職

といった要件もあります。例えば，第１級の管財人になるためには，試験を 75％以上の正解

率で合格し，企業の幹部として（管理職として）５年以上働いたことがあるということが条

件となっています。第４級につきましては，職歴があればよく，このような職歴の高さは問

われません。 

それから２つ目の質問に対してですが，今のところ残念ながら管財人の保険に関する特別

の法令はできていません。しかし，管財人は，その他の現行の法令に従って保険をかけてい

ます。我々，非独占化委員会は，管財人がきちんと仕事をしているか，違反はないかなどを

モニターするのが役割なのですが，その中で一番重要なのが，管財人が保険加入義務を守っ

ているか（きちんと保険をかけているか）という点です。この違反は，大変大きな違反とし

てチェックされます。この違反に対する罰則としまして，管財人業務の停止や， 終的には

資格の剥奪といったことまで考えられています。これが第２の質問に対する答えですが，よ

ろしいでしょうか。詳しく話しますと長くなりますから，本日は概略についてのみ話しまし

た。 

【池田】ありがとうございました。この辺りは注釈書にも書かれていない点ですので，とて

も参考になりました。 

【司会】それでは時間となりましたので，この辺で質疑応答は終了したいと思います。 

 

あいさつ 

独立行政法人国際協力機構大阪国際センター次長  池城 直氏 

 

アフマノフ 高経済裁判所第一副長官を始めとするウズベキスタン側発表者の皆様，また，

「ウズベキスタン倒産法注釈書作成支援作業部会」の長をお務めいただきました大阪大学大
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学院の池田先生を始めとする日本側の発表者の皆様，ウズベキスタンの倒産制度の現状と今

後の課題に関し，貴重な発表をありがとうございました。 

また，参加者の皆様におかれましては，長時間にわたる御臨席を賜り，誠にありがとうご

ざいました。今回のセミナーがウズベキスタンひいては中央アジアにおける法整備支援への

理解の一助となれば幸いです。 

JICA は，ウズベキスタンに対し，独立後間もない１９９３年から協力を開始しました。現

在は，経済・産業振興のための人材育成・制度構築支援，経済インフラの更新・整備，公共

サービスの改善，社会セクターの再構築を４つの軸として協力を進めております。 

同国に対する法整備支援につきましては，経

済・産業振興のための人材育成・制度構築支援の

一環として，２００２年から研修，専門家派遣等

によって協力を進めてきました。２００５年から

は，ウズベキスタン共和国 高経済裁判所の要請

に基づいて，法務省法務総合研究所国際協力部の

稲葉部長や伊藤教官を始めとする皆様方，国内作

成支援作業部会の池田先生を始めとする各先生方

の御支援を頂き，約２年間の技術協力プロジェク

トとして，倒産法注釈書プロジェクトを実施してまいりました。このプロジェクトは，JICA

にとりましても，中央アジアで実施した 初の本格的な法整備支援プロジェクトであり，大

変学ぶところの多いプロジェクトであったと言えます。御協力いただきました関係者の皆様

に，この場をお借りして御礼申し上げたいと存じます。 

このプロジェクトの中で，今年３月に，ウズベキスタン側・日本側の御尽力の結果，倒産

法の注釈書が完成したことを大変喜ばしく思っております。注釈書の作成過程においては，

注釈書というものについての考え方の違い等，様々な御苦労があったことと存じます。多く

の困難を乗り越え，注釈書を完成させたウズベキスタン側，日本側の多大な努力に敬意を表

するところです。ウズベキスタン側ワーキンググループの皆様にとって，注釈書作成過程で

得たものは非常に大きかったことと思います。是非今回得た注釈書作成のノウハウを今後の

倒産法注釈書の改訂や他の注釈書作成における土台にしていただければと願っております。 

また，倒産法制度の定着，発展のためには，本日の発表者の方のお話の中に何度もありま

したとおり，発刊することだけでは十分とはいえず，広く普及活動を行い，関係者の理解を

深めることが重要なかぎとなります。 高経済裁判所のこれからの取組に，JICA としても大

変期待しているところです。 

今後の 高経済裁判所，そしてウズベキスタンにおける更なる倒産法制度の発展を祈念い

たしまして，私の閉会のあいさつとさせていただきます。 

本日は本当にありがとうございました。 
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配布資料 

２００７年９月３日 
セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題 

―倒産法注釈書作成支援を通して―」 

 

講演「注釈書作成支援の概要と日本側から見た注釈書作成支援の意義」 

大阪大学大学院高等司法研究科教授 池田 辰夫 

 

講演資料：ウズベキスタン共和国倒産法の概要について 

 

◎概要：１９９４年施行。ロシア連邦倒産法をベースとしている。１９９８年及び

２００３年に大改正を行い，現行法は，全 12 章 192 か条で構成。 

 

◎管轄：経済裁判所 
＊ 経済裁判所は，経済分野で発生する紛争や倒産事件を取り扱う裁判所である。

１９９１年にソ連邦が解体し，ウズベキスタンが独立した直後は，企業の経済活

動の紛争は行政機関である国家仲裁委員会が担当していた。その後，国家仲裁委

員会は司法機関である「仲裁裁判所」に改編されたが，１９９２年に制定された

新憲法では，名称が「仲裁裁判所」から「経済裁判所」に変更された。 

※ なお，ウズベキスタンの倒産法制及び倒産実務においては，経済裁判所のほか，

「倒産事件を管轄する国家機関」の存在が非常に重要である。ウズベキスタン倒

産法第25条は，「倒産事件を管轄する国家機関」について規定している。この「倒

産事件を管轄する国家機関」とは，具体的には，「非独占化及び競争・企業活動

支援国家委員会」（以下，「非独占化委員会」と言う。）のことを指す。非独占化

委員会は，国家が持分を有している企業（国営企業に限らない。）の財務状況を

モニタリングし，倒産事件手続開始の要件を満たす当該企業につき経済裁判所に

対して倒産事件手続開始を申し立てたり，管財人の監督業務を担当するなどの権

限を有しており，ウズベキスタンの倒産制度において重要な役割を果たしている。

また，倒産法の改正作業も非独占化委員会が担当している。 

 

◎対象：自然人企業家（倒産法でいう「個人事業者」）と法人企業（国営企業は除く。）

のみが倒産手続の対象とされる。いわゆる商人破産主義。 

 

◎手続の種類：清算型手続と再建型手続が存在する。 

※ 再建型手続について 

・ DIP 型手続（債務者自らが，手続開始後も業務を遂行し，その財産を管理処

分する再建手続）－裁判上の再生支援手続（第５章） 
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・ 非 DIP 型手続（債務者に代わり管財人が業務を遂行し，債務者の財産を管

理処分する再建手続）－外部管財手続（第６章） 

＊和議（第８章）も再建型の一種に位置付けられることがある。 

⇒再建型手続の特徴 

法人債務者のみに適用が認められる。 

再建型手続を終結させるためには債務を全額弁済する必要がある。 

債務免除をする場合は，和議を締結する方法によることになる。 

債務を全額弁済できない場合は，清算手続（第７章）に移行する。 

 

◎倒産予防手続：裁判外再生支援手続（第２章） 

国家が持分を有している企業に対しては，非独占化委員会の主導により，財政

的支援を含む裁判外再生支援手続を行うことができる。 

 

◎倒産事件手続の構造：シングル・ゲートウェイ方式（フランスやドイツと同じ） 

・ 倒産事件開始の申立てに際し，清算型手続か再建型手続かを特定せずに，とにか

く倒産事件開始を申し立てるという構造をとっている。日本の倒産法制とは異なる。 

・ 倒産事件開始申立てが経済裁判所によって受理されると，経済裁判所による監視

手続開始決定と一時管財人任命決定が出され，管財人による債務者の財産保全と財

務分析が行われる（監視手続：第4章。なお，管財人の種別については，後述）。 

・ その後に開催される第一回債権者集会において，一時管財人が作成した財務分

析報告書等の資料を参考にして，清算手続，裁判上の再生支援手続又は外部管財

手続のうちどの手続を選択するかを決議する。 

・ なお，ウズベキスタンの場合，倒産事件開始の申立てのほとんどは債権者によ

る申立てである。 

 

◎管財人制度 

・ 管財人制度は，２００３年の倒産法改正によって設けられた。 

・ 管財人は各倒産手続ごとに経済裁判所に任命され，それぞれ一時管財人（監視

手続），再生支援管財人（裁判上の再生支援手続），外部管財人（外部管財手続），

清算管財人（清算手続）が任命される。 

・ 管財人は，債権者集会の招集，債務者の財務分析，債権者による債権届出の受

理，外部管財計画や清算計画の作成，債権者への弁済手続などを担当し，倒産事

件処理における役割は非常に大きい。 

・ 管財人として活動するには，高等教育を受けた後に，企業での一定の実務経験

を積み，非独占化委員会の実施する資格審査を受けることが必要である。日本で

は，通例，弁護士が管財人の職責に当たるが，ウズベキスタンでは，管財人業務

を行うには，弁護士資格とは別途の資格を取得する必要がある。 
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配布資料 

２００７年９月３日 

セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題 

―倒産法注釈書作成支援を通して―」 

 

講演「注釈書作成支援作業における日本側からの提言内容について」 

弁護士・大阪大学大学院高等司法研究科教授 出 水  順 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ 各章の章解説 

 

第１章 

本章は，第２章以下の定める倒産手続の総則である。 

倒産法は，債務の履行について，経済的に破綻した法人又は個人事業者と，債権者との関

係を強制的に調整すること，また，債務者の支払能力の回復を図ることを目的とし，この目

的を達するために，清算型及び再建型の手続を定めている。本章は，経済裁判所が倒産事件

を管轄すること，倒産認定の申立権を有する者の範囲，経済裁判所が倒産事件を開始する要

件，経済裁判所が審理の結果に基づいて開始する倒産手続の種類，各倒産手続の実施手続を

定めている。 

本章では，倒産事件全体に共通の主要概念が定められている。第一に，倒産，義務的支払

債務，モラトリアム，金銭債務等の概念，第二に，和議，監視，裁判外再生支援，裁判上の

再生支援，外部管財，清算手続といった倒産手続，第三に，債権者，債権者集会（債権者委

員会）の代表者，裁判所任命管財人，債務者，発起人（社員）の代表者又は債務者財産の所

有者の代理人，債務者の被雇用者の代表者等の倒産事件の参加者である。 

倒産事件の審理には，債権者集会の意思が反映されなければならず，本章は，債権者集会

の組織，招集手続，権限，議決手続等，債権者集会に関する一連の規定を定めている。また，

各倒産手続における裁判所任命管財人の活動の重要性にかんがみて，本章はその選任・任命

手続，職務内容，権限，義務，責任等，裁判所任命管財人に関する規定も含んでいる。倒産

事件においては，債権の内容及び額の確定が重要であるため，裁判所任命管財人に債権登録

簿の作成・管理が義務付けられている。 

 

講演資料：倒産法注釈書の内容紹介 
Ⅰ 各章の章解説 
Ⅱ 各倒産手続の比較(第 28 条注釈) 
Ⅲ 各倒産手続の流れ図 
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第２章 

本章は，裁判外再生支援について定めている。 

裁判外再生支援は，債務者に対し，債務者の支払能力の回復及び倒産の予防を目的として

とられる裁判外手続である。 

裁判外再生支援の実施主体となるのは，法人債務者の発起人（社員），債務者財産の所有者，

国家機関等であり，これらの者が，債務者との合意の下，債務者の支払能力の回復策を実施する。 

裁判外再生支援においては，債務の引受け，業種の変更，債務者に対する財政支援，債務

の履行期の延期・分割払化，債務の一部免除，債務者の組織再編などの，支払能力の回復の

ための措置がとられる。 

裁判外再生支援は，国家支援による場合と国家支援によらない場合とに分けられる。国家

支援による裁判外再生支援は，定款資本に国家の持分が含まれている企業に対して行われる。 

国家支援による裁判外再生支援の実施手続については，「裁判外再生支援の実施手続規程」

が定めている。定款資本に国家の持分が含まれている企業に対する国家支援による裁判外再

生支援の申立ては，非独占化国家委員会に提出される。当該支援は，12 か月から 24 か月ま

での期間実施され，定められた実施期間の満了により，又は，非独占化国家委員会評議会が

その実施に効果がないと認定した場合は当該委員会の決定により，終了する。 

本章は，全５条から成る。倒産法は，裁判外再生支援の実施の仕組みを十分には定めてお

らず，この点は，上記規程が規制していることに注意する必要がある。農業企業の裁判外再

生支援の開始及び実施手続は，「農業企業再生支援法」が規定しており，同法の適用の特則は，

倒産法第９章第２節にも定められている。 

 

第３章 

本章は，倒産事件の審理に関連した事件参加者と裁判所との法的関係を定めている。 

倒産事件は，申立権者による申立てに基づき，債務者の所在地を管轄する経済裁判所が，

公開の法廷で審理する。本章は，倒産事件の開始に必要な事項を定めており，つまり，事件

開始事由を記載した倒産認定の申立書や，申立権者の立場に応じた債務者に関する情報，申

立書の添付書面等が規定されている。経済裁判所は，これらを審理した結果に基づいて，申

立ての受理，受理の拒否，申立書の返却のいずれかを判断する。原則として，申立認定受理

決定の日から３か月以内に，経済裁判所は，倒産事件につき，倒産認定・清算手続開始，倒

産不認定，裁判上の再生支援開始，外部管財開始，倒産事件手続終結といった決定を出す。

これらの決定は，情報公開という観点から，公開の法廷での審理の結果に基づいて出され，

その情報は公報紙に掲載される。 

再建型又は清算型の倒産手続が開始されるまで，債務者財産の保全と債務者の財務状況の

分析のために，監視手続が実施される。裁判官は，届け出られた債権に対し債務者や一時管

財人が異議を申し立てている場合，当該異議の理由を調査し，審理に備える。 

各倒産手続における債権の確定に関する紛争や裁判所任命管財人の義務違反に関する紛争

は，経済裁判所が審理し，審理の結果に基づいて決定を出す。倒産事件の参加者は，当該決
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定に同意しない場合，法令の定める手続に従い，不服を申し立てることができる。 

このように，本章においては，各手続に関与できる参加人の範囲，裁判所による審理手続

及び審理期間を定め，さらに，適正迅速な審理と判断のために，権利及び法的利益の侵害に

対する不服申立ての可能性が定められている。 

 

第４章 

本章は，監視手続について定めている。 

監視は，債務者の財産の保全及びその財務状況の分析を目的として行われる。その本質は，

倒産認定の申立受理の時点から次の倒産手続の開始まで，債務者に対して財産処分を禁止し，

また，債権者が個別に債権を行使することを制限し，債権の行使を倒産事件の範囲内で可能

にすることにある。この制度は，２００３年の倒産法の改正に際し導入された新しい制度で

ある。監視開始決定が出される際には，一時管財人が任命される。監視開始決定が出された

時点から，労働債権等の特定の債権の場合を除き，債務者財産に対して強制執行をする執行

文書の執行が停止され，また，大規模取引や不動産取引等は，一時管財人の同意がある場合

にのみ行うことができる。債権者は，原則として，債権を申し出ることによって，監視手続

後に始まる倒産手続内で弁済を受けることができる。一時管財人は，債務者財産の保全のた

め，経済裁判所に対して，監視の目的達成を妨げる行為を防ぐために，財産保全の措置を申

し立てることができる。また，一時管財人は，債権者を確定し，債権登録簿を作成し，債権

者に第一回債権者集会の開催を通知して集会を招集し，債務者の財産目録，財務分析，支払

能力の回復の可能性について意見を述べる。 

監視の期間は，原則３か月以下であり，監視は，通常，第一回債権者集会の決議に基づき，

経済裁判所が司法判断を出したことにより，つまり，債務者の倒産認定・清算手続開始の本

案決定又は倒産不認定の本案決定，裁判上の再生支援，外部管財の開始決定，和議承認決定

等を出したことにより，終了する。 

 

第５章 

本章は，裁判上の再生支援手続について定めている。 

裁判上の再生支援は，債務者の支払能力の回復及び債権の弁済を目的として，経済裁判所によ

り開始されるものである。裁判上の再生支援の実施により，債務者の倒産認定と清算手続の開始

を回避し，経済主体としての債務者の清算を防ぐことができる。債務者の代表者を含めた経営機

関は，経営権及び財産処分権限を失うことなく，再生支援管財人の監督の下で，その職務を継続

する。裁判上の再生支援は，２００３年の倒産法の改正により導入された制度である。 

裁判上の再生支援は，債務者，債務者の発起人（社員）若しくは債務者財産の所有者，若

しくは第三者の申立てに基づき，又は債権者集会の決議による申立てに基づき，経済裁判所

が開始する。当該手続の開始は，原則として，全債権者の議決権の過半数の賛成による債権

者集会の決議により，経済裁判所が決定する。経済裁判所は，裁判上の再生支援開始決定に

おいて，再生支援管財人を選任し，再生支援期間を指定する。再生支援期間は，再生支援計
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画及び債務弁済計画表を考慮して決定されるが，原則として，24 か月を超えることができな

い。申立てには，再生支援計画及び債務弁済計画表が添付される。債務者の発起人（社員）

若しくは債務者財産の所有者又は第三者の申立てには，申立人が債務弁済計画表に従った履

行を保証・担保する旨の書面を添付しなければならず，その保証・担保の額は債務額より 20％

以上多くなくてはならない。 

裁判上の再生支援の実施中は，債権者の平等を害し得る債権者及び債務者の法律行為は，債権

者集会又は再生支援管財人の同意が必要である。再生支援管財人は，債権登録簿を作成し（一時

管財人から引き継ぐ），債務者が提出する再生支援計画及び債務弁済計画表の実施経過報告書を

検討し，債権者集会に対し，当該報告書に対する意見書を提出する。債務者の経営機関は，債権

者集会の承認を得た再生支援計画を実施し，債権者集会及び経済裁判所の承認を受けた債務弁済

計画表に基づいて全債権者に対して弁済を行う。経済裁判所は，債務者の代表者の提出した再生

支援実施結果報告書を承認する場合は，倒産事件手続終結決定を出し，これを承認しない場合は，

裁判上の再生支援中止決定，外部管財開始決定又は債務者の倒産認定・清算手続開始決定を出す。

債務者が裁判上の再生支援の実施中に債務弁済計画表の履行を怠った場合，再生支援管財人は債

権者集会を招集し，当該集会には債務者の再生支援計画の実施結果に関する報告書及び再生支援

管財人の意見が提出される。経済裁判所は，債権者集会の決議に基づき，裁判上の再生支援中止

決定，外部管財開始決定又は債務者の倒産認定・清算手続開始決定を出す。 

 

第６章 

本章は，外部管財について定めている。 

外部管財は，裁判所の関与の下，債務者の支払能力の回復及び債権の弁済を目的として実

施される手続であり，この際，債務者の経営権及び財産処分権は，外部管財人に移譲される。

この手続では，従来の代表者や経営権・財産処分権を有するその他の者は，当該権利を失う。

外部管財の開始は，債権者集会，又は，倒産事件を管轄する国家機関の申立てに基づき，経

済裁判所が決定する。外部管財の開始決定により，金銭債権及び義務的支払債権の平等弁済

を図るために，モラトリアムが開始される。モラトリアムの効力を受けない債権は，特定の

債権に限られ，倒産認定の申立受理前に発生し，履行期が外部管財の開始後に到来した債権，

申立受理後に発生した債権，労働法関係から発生した権利，扶養料支払請求権，生命・健康

侵害の損害賠償請求権等である。債務者の代表者は解任され，外部管財人が債権者集会の推

薦に基づいて経済裁判所により任命される。外部管財人は，債務者の財産を調査して財産目

録を作成し，債務者に損害を与えた，又は，与える可能性のある法律行為の無効認定を求め

る訴えを提起することができ，また，一定の場合においては，外部管財開始から３か月の間，

倒産事件前に締結された契約の履行を拒絶することもできる。さらに，外部管財人は，新た

に届け出られた債権を審理し，その結果に基づいて債権登録簿に記載し，又は，不当な債権

届出に対して異議を出す。一方，債権者は，外部管財人が決定した債権の額や弁済順位等に

ついて，経済裁判所に異議を申し立てることができる。外部管財人は，任命から１か月以内

に，債務者の支払能力の回復及び債権の弁済を定める外部管財計画を作成し，債権者集会の



104 

承認を得てこれを実施し，債務者の支払能力の回復を図る。外部管財計画には，業種の変更，

不採算部門の閉鎖，企業（営業）の売却，財産の一部売却等による支払能力の回復措置を定

めることができる。外部管財期間は，原則として，24 か月以下の範囲で定められる。外部管

財期間が満了する場合又は外部管財期間満了前に外部管財を中止する場合，外部管財人は，

債権者集会の審理のために，外部管財業務報告書を作成し提出し，その際，支払能力の回復

による外部管財の中止・債権者に対する支払への移行，和議締結，外部管財期間の延長，倒

産認定・清算手続開始のいずれかを提案する。債権者集会は，和議締結を含めて，いずれか

の手続を決議する。経済裁判所は，外部管財人の報告書を審理した結果に基づき，当該報告

書の承認，不承認を決定し，倒産事件手続の終結，和議承認，債権者への支払移行，外部管

財期間の延長，倒産認定・清算手続開始のいずれかの決定を出す。 

 

第７章 

本章は，債務者の清算手続を定めている。 

清算手続は，債務者の財産を換価処分し，その換価金をもって債権の弁済に充て，債務者

を債務から免責することが目的である。清算手続は，債権者集会又は倒産事件を管轄する国

家機関の推薦に基づいて経済裁判所が任命する清算管財人が実施する。清算手続は，倒産認

定の本案決定がとられることで開始され，その期間は，原則として１年である。 

倒産認定の本案決定により，債務者は，経営権及び財産処分権をすべて失い，清算管財人

に，会計書類，印鑑，スタンプ及びその他の財貨を引き渡さなければならない。清算管財人

は，債権登録簿を管理するほか，債務者の財産目録を作成して財産を査定し，清算計画及び

債務者の財産の売却日程を作成し，債権者集会及び裁判所に，自己の活動内容の報告書や債

務者の財務状況等の情報を毎月１回以上提出しなければならない。債務者の財産の売却日程

は，債権者集会の同意を得なければならず，清算計画も，債権者集会で全債権額の３分の２

以上の多数の容認による同意を得る必要がある。債務者の財産は，公開競売において法令の

定める手続により売却されなければならない。清算財団は，第 130 条に従い形成される。債

権の弁済順位は，第 134 条に定められている。債権者への支払は，債務者の全財産の換価金

をもって行われるが，最終的には，実際に弁済されたか否かにかかわらず，全債権が弁済さ

れたものとみなされる。清算管財人は，支払の終了に際し，経済裁判所に対し清算手続実施

結果報告書を提出し，経済裁判所は，当該報告書を審理した上で，清算手続の終了決定を出

す。もっとも，清算手続が終了したとされるのは，債務者の清算が法人の統一国家登録簿に

記載された時点である。残余財産がある場合は，債務者の発起人（社員）又は財産所有者が

受け取らなければ，国権機関の所有となる。 

 

第８章 

本章は，和議について定めている。 

和議は，倒産法では，相互譲歩に基づき法律上の争訟を終了させる旨の当事者間の合意で

あると定義されており，当該手続は，一方当事者を個人事業者である債務者，法人である債
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務者の代表者又は裁判所任命管財人とし，もう一方当事者を債権者集会の代表者等債権者集

会で権限を付与された者とし，これらの者の間で，債務額，履行期，支払方法などを相互に

譲歩した合意に基づき，倒産手続を終了させるものである。 

和議締結の決議は，債権者集会において，全債権者の議決権の過半数及び全担保権者の賛成に

より採択される。和議は，債権者と債務者に締結の権限がある。和議締結には，権利義務を引き

継ぐ第三者も参加することができる。和議については，書面による締結が要件であり，経済裁判

所の承認によって効力が発生する。和議締結に反対した債権者は，賛成した同順位の債権者に対

する弁済条件より不利益とはならない条件で，弁済を受けることができる。債権登録簿に記載さ

れなかった債権者は，和議に拘束されず，倒産事件手続の終結後に権利を行使できる。 

和議は，倒産手続のいかなる段階においても締結することができ，和議の承認によって倒

産事件手続は終結する。清算手続中及び外部管財中の和議締結については，債務者の名にお

いて裁判所任命管財人が決定する。経済裁判所は，裁判費用などの順位外支払請求権及び金

銭交付を定める支払文書を有する労働債権の弁済後に限り，和議を承認することができる。

経済裁判所は，和議締結の手続に違反する場合，和議が第三者の権利を害する場合，和議条

項が法令に反する場合などは和議を承認しない。和議の内容について特定の債権者に有利又

は不利な定めがあるといった無効事由がある場合，和議が経済裁判所によって承認された後

であっても，経済裁判所は，相応の申立てに基づき，和議を無効と認定することができ，そ

の後，倒産手続は再開する。 

債務者が和議を履行しない場合，債権者は，経済裁判所に，その履行を訴えることができる。 

 

第９章 

本章は，街形成企業及び同等企業，農業企業，銀行，保険業者，並びに，証券業者の倒産

手続の特則を定めている。 

街形成企業及び同等企業については，倒産兆候，外部管財の開始及び延長，財産複合体と

しての企業の売却要件等に関して特則が設けられている。農業企業については，裁判外再生

支援の特則，監視，裁判上の再生支援，外部管財の期間の延長，財産複合体としての企業の

売却についての特別要件につき，特則がある。銀行については，倒産認定の事由，外部管財

の不適用，事件参加者に関する特則がある。保険業者については，財産複合体としての企業

の売却，保険契約の終了，債権の弁済順位につき，特則が定められている。証券業者につい

ては，裁判所任命管財人，倒産手続開始後の法律行為の制限に関して特則がある。これらの

特則は，上記企業の企業活動の特殊性に基づくものである。 

 

第 10 章 

本章は，個人事業者の倒産手続の特則を定めている。 

個人事業者の倒産認定の申立受理の要件として，債権額は最低賃金額の 30 倍以上であれば

足りるが，倒産認定の申立権は，債務者の事業活動に関連して発生した債権を有する債権者

（全権機関を含む。）のみが有する。生命・健康侵害の損害賠償請求権，扶養料支払請求権及
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びその他属人的性質の債権を有する債権者は，倒産認定の申立権はないが，既に開始されて

いる個人事業者の倒産手続において自己の債権を申し出ることができる。 

経済裁判所は，倒産認定の申立受理と同時に，法令で強制執行が禁止されている財産を除き，

債務者の全財産を差し押さえる。倒産認定の申立後は，利害関係人への財産の譲渡を伴う法律

行為は無効である。経済裁判所は，判明している債権者に対し，債権届出期間を示した倒産認

定・清算手続開始の本案決定を送付する。この債権届出期間は２か月を超えてはならない。個

人事業者の倒産手続では，原則として，裁判所任命管財人は任命されないので，経済裁判所が，

届出債権を自ら審理し，弁済額及び弁済順位を決定する。弁済順位については，順位外が裁判

費用，生命・健康侵害の損害賠償請求権等，第一順位が義務的支払債権，扶養料支払請求権，

給与支払請求権等，第二順位が被担保債権，第三順位がその他の債権である。 

債務者自身が倒産認定を申し立てる場合，申立書には債務弁済計画を添付することができ，

債権者の異議がなければ，経済裁判所は当該計画を承認する。この場合，倒産事件手続は，

２か月以下の期間，中断する。債務弁済計画を実施して債権が全額弁済された場合には，倒

産事件手続は終結する。これに対し，債権が全額弁済できなかった場合，倒産認定・清算手

続開始の本案決定が出される。この場合，当該決定において，債権届出期間や個人事業者と

しての国家登記の失効が指示される。個人事業者の倒産については，監視，裁判上の再生支

援，外部管財は適用されない。清算財団を形成する個人事業者である債務者の財産は，裁判

執行官が，裁判等執行法の要件に従い売却し，不動産，高価な財産の管理を行う必要から裁

判所が管財人を任命している場合のみ，裁判所任命管財人が売却する。倒産認定を受けた債

務者は，債権者に対する支払後，弁済されなかった残余債権について免責される。 

 

第 11 章 

本章は，２種類の簡易倒産手続を定めている。 

通常清算中の法人の資産が債権を全額弁済するに十分ではないと認められ，清算委員会が

経済裁判所に倒産認定を申し立てた場合，経済裁判所は倒産を認定し，清算手続を開始する。

債務者は既に清算中であることから，簡易な手続を認めたものである。もう一つの簡易な手

続は，所在不在の債務者についての手続であり，活動を中止している個人事業者である債務

者又は法人債務者の代表者が行方不明の場合（所在を明らかにすることができない場合），当

該債務者につき，債務額や履行期の徒過期間に関係なく，倒産認定の申立てをすることがで

きるとするものである。この場合，経済裁判所は，２週間以内に倒産認定・清算手続開始の

本案決定を出し，清算管財人を任命する。清算管財人は，法令の定める弁済順位に従い，届

け出られた債権を弁済する。 

簡易倒産手続には，手続が複雑な監視，裁判上の再生支援，外部管財は適用されない。 

 

第 12 章 

本章は，倒産事件に関連する法令違反行為（刑事事件だけでなく，民事事件も含む）及び

その法的責任について定めている。 
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Ⅱ 各倒産手続の比較(第 28 条注釈) 

 

第 28 条 倒産手続 

1  法人債務者の倒産事件を審理する際，以下の手続が適用される。 

(1)－監視 

(2)－裁判上の再生支援 

(3)－和議 

(4)－外部管財 

(5)－清算手続 

2  個人事業者である債務者の倒産事件を審理する際，以下の手続が適用される。 

(1)－和議 

(2)－清算手続 

 

本条は，倒産手続，そして，倒産事件の審理に際しそれら手続が適用される債務

者を定めている。 

 

1  第１項は，法人債務者に対して適用される手続を列挙している。このような手続は，監

視，裁判上の再生支援，外部管財，清算手続，和議であり，その適用の目的は異なり，各

手続に独立した章が設けられている（４章ないし８章）。 

  監視とは，倒産事件の開始日より裁判所が開始する最初の裁判手続である。監視は，債

務者財産の保全と財務分析を行うために開始されるが，同時にまた，債務者の財産状況の

悪化を防ぐための手続でもある。債務者の資産や債権者が多い場合，監視手続を行う必要

性がある。一時管財人は，監視期間に，債権登録簿を作成し（67 条１項３号），債務者の

債務を調べ，支払能力の回復の可能性を検討する（69 条１項）。一時管財人は，第一回債

権者集会に対し債務者企業の実際の財務状況を報告し，今後，当該企業が進む方向を選択

するための資料を提示しなければならない（67 条３項）。監視は，第一回法廷において倒

産企業のその後の進むべき道が決定される時点まで実施される。どの手続を適用するかは，

債権者集会の意見による。監視手続の後には，裁判上の再生支援，外部管財，清算手続又

は和議といった手続を開始することができる。監視は，原則，３か月まで行うことができ

るが（49 条），例外的に，更に２か月延長することができる。しかし，事件を適時に処理

するために，一時管財人は，できる限り短い期間で，監視手続中に実施すべきすべての措

置を行いつつ，監視を実施するのが適当である。監視は，法人の簡易倒産手続の場合には

適用されない（186 条２項，189 条２項）。この場合，倒産法が監視手続のために定めてい

る措置を実施する必要はなく，清算手続以外に選択肢がないからである。また，個人事業

者の倒産の場合にも，監視は適用されない（28 条２項）。 

裁判上の再生支援とは，債務者の支払能力回復と債権の弁済を目的とする再建型手続で

あり，債務者，発起人（社員），財産所有者又は第三者が債権者集会に申し立て，その結果
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債権者集会が採択する決議に基づき，経済裁判所によって開始される。この際，原則とし

て，債務者の代表者に経営権が残る。支払能力回復策を実施することで債務者の状況が健

全化する可能性があり，倒産の原因が債務者の代表者の経営能力に起因しない場合，当該

手続の目的は達成し得る。債務者の代表者の能力が確かでない場合は，この手続の適用は

妥当ではない。裁判上の再生支援が開始されると，債務者の発起人（社員），債務者財産の

所有者は，自己の利益を守り，放漫経営や根拠のない財産の移譲が起こることのないよう，

債務者の活動を監督する必要がある。裁判上の再生支援は，経済裁判所による監督及び再

生支援管財人の活動に対する統制の下，実施される。経済裁判所は，債務弁済計画表を承

認し，その変更を行い，再生支援手続中に生じる紛争（不服申立て）を審理し，再生支援

管財人の報告書を審理する。裁判上の再生支援は 24 か月以下の期間で実施される。債務者

以外の者が裁判上の再生支援開始を申し立てた場合，当該申立人による債務履行の保証・

担保，再生支援計画及び債務弁済計画表の承認が，開始要件となる。債務の履行義務は債

務者本人にあり，保証人・担保設定者の義務は，裁判所が裁判上の再生支援を中止又は完

了させる決定を出した時点で発生する（88 条１項）。 

和議とは，債権者と債務者が，債権の額，履行手続等に関する相互の譲歩に基づき，債

権弁済の条件について合意するに至った場合に，経済裁判所によって適用される手続であ

る。和議は，全債権者の議決権の過半数の賛成による債権者集会の決議に基づき，倒産事

件のどの段階においても，締結することができる。経済裁判所が和議を承認するには，当

事者双方が第８章の要件を遵守し，全担保権者が和議に同意していること，更に，第 134

条第１項に定められる債権及び労働債権がすべて弁済されていなければならない。和議締

結により倒産事件手続が終結し，その後の複雑な倒産手続が省略されることから，全債権

者の議決権の過半数及び全担保権者が同意できるような和議条項を検討し，採択すること

が非常に重要である。したがって，和議の成否には大口債権者の意向が大きな意味を持つ。

和議は，承認後でも，特定の債権者に有利又は不利な条件が含まれているなどの無効事由

がある場合は，相応の申立てに基づき経済裁判所により無効と認定することができ（153

条），この場合，倒産事件手続は再開される。和議もまた，再建型手続と考えられている。

なぜなら，倒産事件手続が終結し，債務者企業はその後も業務を継続し，再建する可能性

を持つからである。ただし，裁判上の再生支援や外部管財といった手続とは異なり，和議

の締結のためには何らかの計画や予定表を作成する必要がない。また，和議が承認され事

件手続が終結すると，裁判所任命管財人の権限は終了し，和議条件の履行に対する裁判所

の監督は行われない。したがって，債務者が和議を履行しないおそれがある場合，債権者

は，債務者が義務を履行するよう債務者の活動を自ら監督しなければならない。債権者は，

和議が履行されなければ債権者は弁済を受けられず，それであれば和議の締結に同意する

意味がないということを，認識しておく必要がある。 

外部管財とは，債権者集会の決議又は倒産事件を管轄する国家機関の申立てに基づき，

経済裁判所により開始される再建型手続である。外部管財は 24 か月以下の期間で実施され

る（91 条３項）。外部管財の目的も，債務者の支払能力の回復であり，この際，債務者法
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人の代表者の経営権，財産処分権は必ず外部管財人に移される。外部管財の目的は，外部

管財人が行う一連の再建策によって達成される。外部管財の適用が妥当とされる場合とは，

債務者の代表者の放漫経営等により債務者企業の経営が行き詰まった事情があるなど，そ

の代表者を解任し経営権を外部管財人に引き渡す必要がある場合である。一方，債務者の

代表者が有する経営上のノウハウが企業の経営上欠くことができない場合，外部管財では，

既に形成されている人的関係，そして，その利点を利用することが困難であるため，外部

管財を開始することは適切ではない。外部管財の開始時点から，債権弁済のモラトリアム

が開始するが，モラトリアムは，共益費や労働法関係から発生する債権などには及ばない

ので（93 条１項，５項，６項），債務者にこの種の債権が多くある場合，外部管財の実施

が困難になる可能性がある。債権の弁済方法は主に次の二とおりがある。第一は，外部管

財計画の実施により支払能力を回復し，特定順位に対する支払開始の裁判所決定に基づき

弁済をする方法である（120 条）。第二は，外部管財の中止及び債権者への支払移行の裁判

所決定に基づき，全債権者に弁済をする方法である（119 条）。どちらの方法がより効果的

であるかについては，すべての状況を勘案して判断することが大事であり，また，外部管

財計画によるところも大きい。外部管財は，裁判上の再生支援と同様，経済裁判所の監督

及び外部管財人の活動に対する監督の下，行われる。 

清算手続とは，裁判所が債務者の倒産を認定し清算手続を開始する本案決定を出した時

点から開始される手続である（124 条１項）。この際，債務者は財産の管理処分権を失う（125

条３項）。手続を実施するのは清算管財人であり，手続期間は全体で１年と定められてい

る（124 条２項）。清算手続の目的は，債務者財産を換価し企業を清算することにより，債

権を応分に弁済することである。財産の隠匿や処分といった債務者による妨害を防ぐため

に，清算管財人は，遅滞なく，債務者の前代表者からすべての会計書類，印鑑，スタンプ

を引き継ぎ，債権登録簿を管理し（128 条４項６号），速やかに，債務者の財産の目録を作

成して財産を査定し（131 条１項），清算計画を作成する（129 条）。清算計画は，倒産者

の財務状況に関する情報，債務の弁済条件，財産の売却方法などを含まなければならない。

清算計画は，債権者集会で総債権額の３分の２以上の多数の承認による同意を得なければ

ならないので，計画策定の際には債権者の意向をしんしゃくする必要がある。債務者の財

産の換価は，公平適正を期するため公開競売により行われる（135 条ないし 137 条）。清算

手続の終了においては，財産換価後に全債権が完全に満足を受けたか否かにかかわらず，

すべて弁済されたものとみなされる（138 条５項）。しかし，清算手続の終了は，和議の締

結によって倒産事件を終結することによっても，又は，経済活動継続の可能性がある場合

に全債権を弁済して倒産事件を終結することによっても，起こりうる。また，債務者の支

払能力回復の可能性がある場合，清算手続から外部管財に移行することもあり得る。 

2  第２項では，個人事業者である債務者に対して適用される手続が列挙されている。その

ような手続は，和議及び清算手続に限られる。 

個人事業者についての和議は，個人事業者が債権者との相互譲歩に基づき合意を締結する

ことにより，倒産事件手続を終結させることを目的としている。債権者が和議を締結するた
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めには，債権者集会で全債権者の議決権の過半数及び全担保権者の賛成を得る必要がある

（145 条２項）。和議は，再建型手続である。和議は，書面による締結が要件であり（147 条

１項），経済裁判所の承認後に効力を有する（145 条６項）。個人事業者については，監視が

適用されないため，債権者の確定には一定の困難が伴い，債権者及びその債権額の確定は，

第 182 条の定めるように，経済裁判所自身が行う。また，個人事業者には外部管財や裁判上

の再生支援の適用もないため，個人事業者の再建は，和議の締結によるほかない。和議は，

倒産手続のいかなる段階においても締結することができるが（145 条１項），その機会が多

いわけではない。したがって，再建を期する個人事業者は，和議条件を作成し債権者との協

議を準備するに当たっては，債権者の意向と立場を十分に考慮する必要がある。 

個人事業者の清算手続には幾つかの特則が定められている。債権者の異議がなければ，

裁判所は個人事業者自身が策定した債務弁済計画を承認することができる（176 条２項）。

この際，倒産事件手続は，債務弁済のために，最長２か月中断される。この計画を実施し

た結果，全債権者の債権を完済できた場合，倒産事件手続は終結するので（176 条５項），

これにより，債務者は倒産認定を避け，事業活動を継続することができる。債務者の支払

能力の回復は，実施可能な債務弁済計画があれば可能なので，個人事業者である債務者は，

当該計画の実現可能性を熟考する必要がある。債務を弁済ができなかった場合は，債務者

は倒産認定を受け，生命・健康侵害の損害賠償請求権など特定の債権を除き，残債権の免

責を受ける（184 条１項）。 
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補足説明資料 

２００７年９月３日 
セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の課題 

―倒産法注釈書作成支援を通して―」 

 

「注釈書活用促進のための具体的取組について―地方セミナーの開催―」 

ウズベキスタン共和国非独占化及び競争・企業活動支援国家委員会 

倒産企業清算・管財人監督部長  プラトフ・バハディル・ウトゥクロヴィッチ 

地方セミナーの実施状況について 

１ フェルガナ市 ７月５日（木） 
対 象：フェルガナ州，ナマンガン州，アンディジャン州 
参加者：ソリエフ氏（５章執筆担当），プラトフ氏（６，７章執筆担当），ナム氏

（10 章執筆担当），アキロフ最高経済裁判所国際部長，松嶋 JICA 長期
専門家，シャリポフ JICA ウズベキスタン事務所職員 

２ ウルゲンチ市 ７月１２日（木） 
  対 象：カラカルパキスタン自治共和国，ホレズム州 

参加者：タジエフ氏（８章執筆担当），ウマロフ氏（２章，９章担当），松嶋 JICA
長期専門家，シャリポフ JICA ウズベキスタン事務所職員 

３ サマルカンド市 ７月１９日（木） 
対 象：ジザク州，サマルカンド州，カシュカダリヤ州 
参加者：アジモフ氏，プラトフ氏，シェルゾット最高経済裁判所職員，松嶋 JICA

長期専門家，シャリポフ JICA ウズベキスタン事務所職員 
４ ブハラ市 ７月２０日（金） 

対 象：ブハラ州、ナヴォイ州 
参加者：アジモフ氏，プラトフ氏，松嶋 JICA 長期専門家，シャリポフ JICA ウズ

ベキスタン事務所職員 
５ テルメズ市 ８月３日（金）実施予定であったが，実施延期 

対 象：スルハンダリヤ州 
６ タシュケント市 ８月１１日（土）実施予定であったが，実施延期 

対 象：シルダリヤ州，タシュケント州，タシュケント市 
※ 各州等の所在地については，パワーポイントスライド「Ⅰ ウズベキスタン共和

国全図」を参照してください。 
 

〔ウズベキスタン共和国倒産法注釈書執筆担当者（肩書は，執筆当時）〕 
アジモフ M.K. ―非独占化委員会法務部部長，共著者代表―はしがき 
ロパエワ N.V.―タシュケント法科大学講師，法学準博士―１章 
ウマロフ Z.S.―非独占化委員会法務部副部長―２章 
オタハノフ F.Kh.―法学準博士―３章 
サイドフ Sh.Z.―最高経済裁判所判事―４章 
ソリエフ I.K.―フェルガナ州経済裁判所判事―５章 
プラトフ B.U.―非独占化委員会倒産企業清算・裁判所任命管財人監督部部長―６,７章 
タジエフ I.I.―タシュケント州経済裁判所判事―８章 
ウマロフ Z.S.―非独占化委員会法務部副部長―９章 
ナム G.S.―タシュケント市裁判所判事―10 章 
ホシロフ E.D.―最高検察庁検事―11,12 章 
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To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

今年は「金の豚」？！  
 

今年２００７年は，日本では単なる「イノシシ」年ですが，ベトナムでは６０年に１

度の「金の豚」年とされ，この年に産まれた子供は一生お金に困らず幸福になると言わ

れています。そのため，今年はハノイの街中を歩いていると一生で出会うより多いんじ

ゃないかと思うほど妊婦さんをよく見かけますし，統計的にも月間出生率を着実に更新

しているようです。また，去年ウェディングドレスを売っていた店が今年はマタニティ

ーの店になっていたりして，「金の豚年」を見越したベトナム人の商売のしたたかさは微

笑ましいかぎりです・・かな。この「金の豚」，干支と五行説の組み合わせからなる中国

発祥の概念だそうで，中国でも今年は出産に良い年とされているそうですが，五行説の

組み合わせで今年を「金の豚」とするのは誤りで本当は「火の豚」年であるという説も

あるそうです。「火の豚」→「火の車」と発想してしまうのは日本人だけかもしれません

が，実際はどうあれ，信じる者は救われる，とにかく今年は「金の豚」年。当事務所に

も妊婦さんが２人おりますし，大きなお腹で行き交う妊婦さんと生まれくる子供達の幸

福を祈らずにはいられない今年１年です。 

（ＪＩＣＡベトナム長期派遣専門家 伊藤 文規） 
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～国際研修Ⅰ～ 

 

２００６年度 国際民商事法研修 報告 

－非市場型コーポレート・ガバナンス－ 

（２００７年２月５日～３月９日） 

 

 

国際協力部教官 田中 嘉寿子   

 

第１ 国際民商事法研修の特徴 

法務総合研究所国際協力部では，JICA の技術協力事業の多国間研修又は地域別研修と

して，１９９７年から毎年１回「国際民商事法研修」の実施に協力してきました。これ

は，アジア諸国から数名ずつの海外研修員を参加させ，英語で実施してきたものであり，

２００３年からはカンボジア，ラオス，ミャンマー及びベトナムのいわゆる CLMV 諸国か

ら３名ずつ参加させる地域別研修として実施されています。 

地域別研修の利点は，一定地域の国々の法律家を集め，相互の法制度・運用実態を比

較検討させることにより，国別研修では気付きにくい自国の法制度の特徴や問題点を理

解させやすいことです。 

本研修が他の JICA 研修と異なる大きな特徴は，日本人の法律家が，財団法人国際民商

事法センターの協力及び法務省独自予算により，「研修員」として参加している点です。 

日本人研修員は，外国人研修員と５週間にわたり寝食を共にして協議を行うことによ

り，いつでも何でも気軽に質問できるいわばチューターとして外国人研修員が本研修の

内容をより深く正確に理解することを助けてくれます。 

また，日本人研修員側も，法曹三者及び民間企業の法務担当者が何の利害関係もなく

一堂に会するというだけでも得難い機会である上，外国の法制度につき，外国人研修員

から直接聞いて質疑・協議を行うことにより，法律の文面からは理解し難い独特の法解

釈の仕方や思考様式に接し，我が国に居ながらにして異文化体験を味わうことになりま

す。 

研修が終わるころには，日本と CLMV 諸国の各研修員との間に深い相互理解と友情が生

まれているのが常であり，彼我の貴重な架け橋を築いてくれるのもうれしい成果である

といえましょう。 

 

第２ ２００６年度国際民商事法研修の紹介 

１ 本研修のテーマを非市場型コーポレート・ガバナンスとした趣旨 

近年，企業活動はますますグローバル化し，世界的に海外直接投資が拡大しつつあり

ます。海外直接投資は，途上国にとって経済発展を遂げるために不可欠です。ASEAN 内
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の後発開発途上国である CLMV 諸国も，外資誘致に努めています。 

他方，外資側は，本社におけるコーポレート・ガバナンスが強化され，かつ，連結決

算で子会社と会計上も一体化しつつある現在，途上国内に設置する子会社や合弁先にお

いてもコーポレート・ガバナンスを度外視した企業運営をするわけにはいかないはずで

す。その意味で，開発途上国においても，外資誘致のためには，国際的投資基準に合う

形でコーポレート・ガバナンスを構築する必要に迫られています。 

ただし，ベトナム以外の CLM 諸国では，いまだ証券取引所が設置されていないことか

ら，証券市場と関連しない場面におけるコーポレート・ガバナンス（非市場型）を中心

に各国法制度を比較研究することとしました。 

２ 研修参加者 

研修員名簿（別添１）記載のとおり，本研修の外国人研修員は，CLMV 諸国の司法省・

商業省等の職員，裁判官，弁護士等 12 名です。 

日本人研修員は，裁判官，検事，弁護士，法務省民事局付（会社法立法担当者），民間

企業の法務部門の方の計５名です。 

３ 研修の目的 

研修員らが，講義，見学，ファイナル・レポート作成過程における日本人研修員との

ち密な協議等によって，コーポレート・ガバナンスに関して参照すべき外国法や国際ル

ールに関する知識を身につけ，経済効率的な会社法制度を構築し運用する能力を高める

ことを目的としました。 

４ 研修カリキュラムの概要 

研修日程表（別添２）記載のとおり，先進国と途上国とが共通に見直すべきコーポレ

ート・ガバナンスの国際ルールとして，OECD コーポレート・ガバナンス原則の概要を紹

介した上で，日本企業がベトナムに合弁企業を設立する場合を例に取り，合弁企業の設

立・運営にまつわる会社の組織構成の在り方，監査，労務管理，税務，コンプライアン

ス体制の在り方，環境への配慮等，「非市場型」のコーポレート・ガバナンスに関する諸

問題を講義・討議の形で採り上げました。 

その上で，研修員らを上記各テーマごとに６グループに分けてファイナル・レポ

ート（別添３）を作成させ， 後に発表させました。その際，各研修員に「合弁元

の日本企業の株主」，「合弁企業の債権者」，「労働組合の代表者」などの役割を振り

当て，コメントさせることにより，ふだんの政府職員等の自己の立場と異なる視点

で自国の法制度を見直すことにより，研修員の興味と理解を深めさせることとしま

した。 

 

第３ 金沢セミナー 

本研修のもう一つの特徴は，研修期間中の２００７年２月２２日に，石川県金沢市の

北國新聞会館 20 階ホールにおいて，「第 11 回国際民商事法金沢セミナー」が日英同時通

訳を使用して開催され，研修員がこれを聴講できることです（主催：石川国際民商事法
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センター1，北國新聞社。協力：法務省法務総合研究所，国際協力機構北陸支部，ジェト

ロ金沢貿易情報センター。後援：財団法人国際民商事法センター，テレビ金沢，エフエ

ム石川，ラジオかなざわ・こまつ・ななお，金沢ケーブルテレビネット）。 

今回のセミナーにおいては，新会社法が２００６年に施行されたことから，「新会社法

に関する諸問題」をテーマに，講演第１部として名古屋大学法学研究科教授の中東正文

氏から，「よくわかる中小企業のための新会社法 33 問 33 答」（中小企業庁発行）に基づ

いて新会社法のポイントについて，第２部として法務省民事局付の細川充氏から「会社

法の概要と組織再編行為」と題するパワーポイント資料に基づいて中小企業の視点によ

る新会社法のポイント及び組織再編についてそれぞれ御講演を頂きました。 

 

第４ 本研修時の印象的な討議風景 

１ 株式譲渡絶対自由の原則（ベトナム会社法） 

本研修では，CLMV 諸国の中で，外資誘致のための法的環境整備が も進んでいるベト

ナムに日本企業がカメラ部品製造を業とする合弁会社を設立するという仮想の事例を想

定し，研修員により具体的な共通イメージを持たせて議論をさせることにしました。 

すると，たちまち，２００５年ベトナム会社法の法解釈について日越の研修員の間に

議論が沸騰し，日本人研修員にとっては，法文上からは想像しなかったベトナム会社法

にカルチャー・ショックを受けることとなりました。 

すなわち，仮想の合弁企業をベトナム会社法上の有限責任会社（38 条）・株式会社（77

条）のいずれにすべきか検討した際，当初，日本人研修員は，日本的感覚で株式会社に

しようと提案しました。 

しかし，日本人研修員の大澤加奈子弁護士が，「合弁契約書（サンプル）」に基づいて

いろいろ説明し始めた際，当然に，定款で株式の譲渡制限をかけるつもりで説明すると，

ベトナム商工会議所法律顧問のチャンさんから，「ベトナム会社法では，株主は自己の株

式を第三者に自由に譲渡する権利を有する（第 77 条１項 d 号）。定款で異なる定めは許

されない。」との反論がありました。 

ベトナム会社法 22 条「定款の内容」を見ますと，定款の絶対的記載事項，相対的記載

事項，任意的記載事項を何ら区別せずに列挙してありますが，同条 16 項は「社員，株主

が合意し，法律の規定に反しないその他の内容」とあるだけで，日本会社法 29 条のよう

な定款自治は認められておらず，また，日本会社法のように定款で株式の譲渡制限を定

めることを許す旨の規定がありません（107 条１項１号，２号，108 条１項４号）。 

ベトナムの研修員によれば，「ベトナムでは法律はすべて強行規定であり，『任意規

定』という概念はない」ので，株式譲渡自由の原則の例外は一切認められないとのこと

でした。旧ソ連の法学理論では，法律はすべて公法であり，私法は認められていません

                                                 
1 石川国際民商事法センターは，1996 年，北國新聞社が中心となり，石川県の企業・団体が集まって結成された

団体であり，財団法人国際民商事法センターと連携し，毎年，本セミナー開催などのアジア諸国の民商事法整備

支援に貢献する活動を行っておられます。 
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でしたから，公法は全て強行規定なので，市場経済化に伴う私法が立法されても，それ

が任意規定であるという概念が発達する余地はないのかもしれません。 

結局，本研修における仮想合弁企業は有限責任会社にするほかなくなったのでした。 

ベトナム人研修員から，「ある条文が強行規定か任意規定かが法文に明示されていな

いのであれば，日本では一体どう区別するのか」と質問された際，改めて，会社法が強

行規定なのか任意規定なのかを考え直しました。私が学生時代に学習した商法の中には

強行規定と任意規定が混在していたからです。一般的には，公法は強行規定，私法は任

意規定であることが多いものの，法文に明記していないことが多く，法律及び当該規定

の性質に基づいて考えなければならないというのは，CLMV 諸国の方々にはあいまいすぎ

て受け入れられないだろうと思われました。 

日本会社法も，２００６年の立法過程において，定款自治を拡大する一方，利用者に

分かりやすい法制を目指し，基本的にすべての規定を強行規定とした上で，定款自治が

認められるべき規律については，その旨が明らかになるように規定するという方策が採

られています2。 

また，我が国でも，１９５０年の商法大改正時には，株式譲渡の絶対自由の原則を定

めていたのが，小規模同族会社であるのに「株式会社」化したがる会社が多いという実

態に即して１９６６年に譲渡制限が認められるよう改正された経緯があり3，ベトナムの

企業家が有限責任会社より株式会社という名称に固執する傾向がなければ何の問題もな

いのかもしれません。 

自分の「常識」が揺さぶられるのがこの種の研修の醍醐味です。 

２ CLV 諸国の担保取引法令 

アジア開発銀行（ADB）は，アジア諸国において，担保取引法（Secured Transaction Law）

の起草支援を実施し，ラオスでは契約履行担保に関する法律（英訳は Secured 

Transaction Law ２００５）を既に改正させ，カンボジアでは担保取引法案が国会審議

中であり4，ベトナムでは担保取引登録法案（Draft Law on Registration of Secured 

Transactions）が起草中です。 

信州大学瀬々助教授の合弁会社の資金調達手段に関する御講義の中で，Securitisation

（証券化）の説明の例として将来債権担保の話をされたとき，各研修員が余りにも理解

不能な顔をして聞いていましたので，私が，カンボジアの商業省（担保取引法案所管省）

職員である研修員３人に対し，「カンボジアの商業省が国会に提出中の担保取引法案は

こういうものですよ。」と言うと，３人ともひどく驚いていました。全く理解していなか

った様子でした。 

ラオスでも，目に見える動産・不動産の担保すらまだまだ理解されにくいのに，２００５

年改正法には将来債権の担保規定が加えられているのですが，司法省職員の研修員はその法

                                                 
2 相澤哲ほか「会社法制の現代化に伴う実質改正の概要と基本的な考え方」旬刊商事法務 No.1737，16 頁。 
3 河本一郎ほか共著「日本の会社法＜新訂第６版＞」商事法務 46 頁。 
4 研修終了後の 2007 年 4 月に国会で可決，成立。 
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改正の内容について全く知りませんでしたし，担保のシステムを聞いても理解が困難でした。 

これらの担保取引法は，いずれも，米国統一商事法典（UCC）をモデルにしつつ，かな

り簡略化した内容になっています。外資の投資環境整備のために有用なのかもしれませ

んが，相手国の役人がだれも知らず，理解しないまま法令だけが作られても，適切な運

用がなされるとは思い難い一コマでした。 

３ ㈱山喜訪問 

㈱山喜は，２００６年にラオスに工場を設置した大阪市内に本店を置くシャツメーカ

ーの会社（創業１９５３年）であり，珍しいと思いましたので，御訪問させていただき

ました。 

同社がラオスに進出された動機は，タイ工場の人件費が上がってきたので，タイ語の

通じる隣国ラオスの人件費がタイの３分の１と安いこと，ベトナムからラオスを通って

タイに抜ける東西回廊が完成して輸出環境が整備されたこと，ラオスがいまだ 貧国で

あるためアメリカから 恵国待遇を受けていること（タイからアメリカに輸出すると関

税が高い）などにあったようです。 

内陸国で投資環境が ASEAN の中でも も悪いと思われているラオスにもこんなに良い

ところがあったのだな，とラオス研修員らは驚いたり喜んだりしていました。 

ただ，工場建設時の苦労話としては，道路と工場の建物との距離について，工業省と

交通省の指示が異なっており，何度も設計変更をさせられたエピソードが披露され，途

上国にありがちな問題として，ラオス以外の国の研修員らも他山の石という風情で聞い

ていました。 

法制度は目に見えないものですから座学中心になりがちなのですが，身近な実例を見

せていただき，研修員らには非常に良い刺激になりました。 

また，訪問時の御説明で，シャツの縫製作業・検品作業のマニュアルや，工場の写真

等を見せていただきましたが，その後，合弁企業における知的財産権をめぐる諸問題に

ついて立命館大学安藤教授から御講義を受けた際，知財権保護が重要である一方，工場

見学で地域の住民や学生の理解を得ることも大切であるとして見せ方の留意点を説明さ

れましたので，私から，研修員に対し，「山喜で見せていただいたマニュアル，妙にすか

すかして薄かったでしょう？」と，実は知財保護に留意した「見せ方の実例」も見学し

ていたことを思い出してもらいました。 

４ 「コンプライアンス」は当たり前？ 

大江橋法律事務所の石川正先生から，合弁企業における「コンプライアンス」につい

て御講義いただきました。 

毎日，午前中の講師の講義の後，午後に CLMV 諸国の研修員各１名にその日の講義テー

マに関する短時間のプレゼンテーションをしてもらっていたのですが，研修員のプレゼ

ンテーション・ペーパーを見ると，「コンプライアンス」という概念自体をだれも理解し

ていないことが明らかでした。前日，翌日のプレゼン準備をしていたベトナム司法省の

チランさんから，「法律は遵守しなければならないのは当然でしょう？当たり前のこと
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で，法律に違反したら処罰されるか損害賠償の対象になるんだから，会社の中に『コン

プライアンス・システム』が必要っていう意味が分からない。」と尋ねられました。 

そのくらい分からない研修員に対し，石川先生は，多くの事例を挙げながら非常に具

体的に御説明してくださいましたので，本研修の中でも も研修員のアンケートで「分

かりやすかった」と好評でした。 

ベトナム・ラオスは現在も社会主義であり，カンボジアもヘン・サムリン政権時代に

ソ連やベトナムで法律を学んだ幹部も少なくなく，法律に関する発想はかなり社会主義

的な（ベトナムによく似た）ところがまだまだあります。当部の元教官がインドシナ三

国の法律家を評し，「法律を自動販売機のように思っている。条文を見れば答えは（一義

的に）出てくると信じている」と言っていたとおりです。この感覚は彼らと直接話をし

ないと分かりにくいのですが，日本人研修員にこう説明するとすごく納得していました。

したがって，海外の研修員には，会社の社員が，「自己の行動が何らかの法律に違反して

いるかいないか判断し難く，だれかに報告・相談したいようなあいまいな状態」があり

得るのが想像し難いようです。 

担保取引法が分かっていないというのと矛盾していると思われますか？ 

そうではありません。彼らは，法律がよく分からないのは自分が不勉強だからであっ

て教えてもらえれば分かるはずであるか，又は，その法律が完ぺきではないので改正す

る必要があるかどちらかだと考えているのです（割と簡単に改正しようとします。）。 

そして，法律の解釈権限は社会主義圏では国会にしかないので，裁判官には「解釈」

の余地はないものとされ，学者が注釈書を書くこともありませんでした。徐々に変わり

つつあるものの，根元的なところで，会社におけるコンプライアンス体制構築の必要性

を理解してもらうのは，かなり困難なのです。 

これが端的に表れているのが，国家による損害賠償に関する考え方です。 

近代司法の原則に過失責任の原則があります。無過失の行為には責任を負いません。

公務員が職務行為により故意・過失によって国民に損害を与えた場合，国家は損害を賠

償すべきであるというのは当然です。では，例えば，一審の裁判官が判決を書き，控訴

されて控訴審で覆った場合，一審の裁判官に「過失」はあるでしょうか？ベトナム人は

あると考えています。これも，一審の裁判官が当該事件の解明に注力し，法律を正しく

適用すれば「（神の目から見た）真実のあるべき判決」は唯一であり，それに到達しなか

ったのはその裁判官の過失であるという考え方に基づいているようです。ベトナムでは

現在国家賠償法案を起草中ですが5，上訴審判決が一審と異なるたびに賠償していては国

の財政は破綻するでしょう。 

こういう発想が根底にあると，公務員は自己の責任を回避するような行動を取りがち

                                                 
5 JICA ベトナム法制度整備プロジェクトにおいて，当部から長期専門家として派遣されていた森永太郎検事（現

東京地方検察庁検事）が，ベトナム司法省職員らに国家賠償法に関する基本的考え方について連続ワークショッ

プを実施していました。しかし，この点は，何度様々に説明したり，質疑で相手方の矛盾を指摘したりしても十

分には理解してもらえない様子が報告書から伺えました。 
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で，萎縮効果が強くなりすぎる恐れがあると懸念されます。例えば，裁判官が判決を書

くのを怖がって当事者を無理に和解させようとする恐れも出てきかねません。 

法令が相互に矛盾している場合も少なくなく，現実には余り遵守しているように思え

ない場合もあれば，妙なところできまじめだったり，外国人の思考パターンを理解する

のは容易ではありません。 

もし本当の日越合弁企業で企業内コンプライアンス体制の規定を定めた場合，その社

員がどういう場合に責任を負うべきか，日本人とは異なる発想に直面する可能性も高い

ということです。 

５ ファイナル・レポート 

１人が２グループに入り，計６グループで同時並行的にレポート作成作業をしてもら

いました。日本人研修員には，議論をリードしていただきましたが，レポート自体は必

ず外国人研修員に作成させ，議論の過程から彼らに学習してもらうようお願いしておき

ました。 

また，日越合弁企業を例に取りましたが，可能な範囲で CLMV 諸国の比較検討作業を行

ってもらいました。 

終の発表の場では，力作がそろったファイナル・レポートと，プレゼンテーション，

活発な質疑応答と，担当教官みょうりに尽きる思いでした。 

興味深かったのは，ベトナム司法省のチランさんが，コンプライアンスに関するレ

ポート発表担当者として発表した際，「ベトナムの企業は，今のままでは中国企業の進

出に飲まれてしまう。しかし，ベトナムの企業が中国の企業に対し，真に競争力を付

けるためには，コーポレート・ガバナンスを無視することの多い中国企業と差別化す

るため，ベトナムの企業がコーポレート・ガバナンスを高める必要がある」と発言し

たことでした。 

石川先生が，講義の際に，「コンプライアンスは，企業が国際的競争の中で生き残るた

めに必須であること」を様々な事例で説明してくれたことがいきていると感じましたし，

また，アジア経済に占める中国の大きさ（私が訪問したことのあるインドシナ三国では

漢字付き看板が多く，もうけているのは華僑系ばかりに見えました）をひしひしと感じ

ました。 

 

第５ 本研修の評価 

 １ 研修員による本研修への評価 

各研修員に， 後に本研修に対するアンケートを実施し，更にそれを踏まえた評価会

を行い，自由に意見を言ってもらいました。 

例えば，本研修を自己の職務にどういかすかについて，ベトナム商業省のトゥ氏は，

「商法及び関連法令起草担当者として，ベトナムの法制度に健全なコーポレート・ガバ

ナンス原則を採り入れることが，投資家の信頼を築く基礎となることが理解できた」と

研修の目的どおりの回答をしていました。 
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 ２ 研修運営者からみた本研修の感想 

(1) 私が国際民商事法研修にかかわるのは，これが４回目です。１回目は，１９９９年度

第３回国際民商事法研修に研修員として参加し，２回目・３回目は２００１年・２００２

年度に当部教官として運営を担当しました。 

４回目の今回，私が も驚かされたのは，ベトナムの成長振りです。１９９９年当

時は，CLMV 諸国とモンゴル・中国から研修員が参加していたのですが，皆余り差は感

じませんでした。皆が基礎的なことが分かっておらず，私には不可思議な質問をして

いたのです。ところが，今回は，明らかにベトナムが突出していました。 

まず，法律自体の整備が進んでいました。 

次に，参考文献が充実していました。それだけ，ベトナムに投資しようという企業

が増え，需要があるということでしょう。 

さらに，研修員の質が明らかに高かったのです。事前に提出するレポート，毎日の

プレゼンテーション，起案能力，英語表現能力，質問の頻度と内容の全てにおいて，

他を圧倒していたといっても過言ではありません。 

わずか３人の研修員だけでその国を測るのは適切ではないかもしれませんが，まだ

２００１年ころは，ベトナムは派遣する研修員の推薦でもコネが優先して本当に優秀

な人が来ないなどの問題もあったのですが，今回は違っていました。そういう面でも

変化を感じましたし，他の国との差もありました。 

地域別研修は，当該地域の比較研究ができるという利点があるものの，それには，

当該地域の研修員のレベルに同質性があることを前提にしており，そろそろこの国際

民商事法研修もその役目を終えつつあることを実感したのです。 

(2) 省庁の立法担当者や法曹実務家は，どこの国でも自ら経済活動を行うことはまれで

あり，業務の性質上保守的で頭の切り替えも遅いのが普通です。市場経済化に伴い新

規な経済活動に必要な法律概念が次々に入ってくるのを消化するのは一苦労でしょう。

民商事法に関する法整備は，経済実態の発展が伴ってこそその国の法律家にとっても

現実味のあるものになります。物的なインフラに加え，法律と経済政策というソフト

ウェアが車の両輪となってその国の経済発展を支えるという実例を今のベトナムに見

る思いがするとともに，他の３国の研修員らの熱心な参加振りを見ながら，周辺国に

も頑張ってもらいたいと感じました。 

(3) 本研修では，各講師，見学受入先，通訳・翻訳，財団法人国際民商事法センター，

石川国際民商事法センター，日本人研修員と彼らを送り出してくださった職場の方々

など，実に多くの方々に御協力いただきました。改めてここに深く御礼申し上げます。 

 

第６ 別添資料一覧 

１ 研修員名簿 

２ 研修日程表 

３ 研修員作成のファイナル・レポート６通 
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月 曜 備考

日   

2 部長あいさつ オリエンテーション，研修員自己紹介

／ 月

5 国際協力部長　　 国際協力部教官　　

2 講義　OECDコーポレート・ガバナンス原則について

／ 火

6 国際協力部教官　田中嘉寿子

2 講義（合弁企業の設立） 国別発表 脚注１参照

／ 水

7 大江橋法律事務所弁護士　金井美智子

2 講義（合弁企業の土地取得・登記に関する諸問題） 国別発表

／ 木

8 信州大学大学院法曹法務研究科助教授　瀬々敦子

2 講義（合弁企業の資金調達上の諸問題） 見学とブリーフィング（ラオスにシャツ工場を設置した経験から）

／ 金

9

2 休み
／ 土 　
10 　 　 　 　
2
／ 日
11
2 休み  
／ 月
12

2 国別発表

／ 火

13 大阪大学大学院高等司法研究科教授・弁護士　末永敏和

2 見学（大阪企業家ミュージアム等）

／ 水

14 新日本製鐵（株）　長谷川顕史（研修員発表） 於：2FICR

2 国別発表

／ 木

15 関西学院大学商学部助教授　木本圭一

2 講義（合弁企業の労働者の雇用と労務管理に関する諸問題） 国別発表

／ 金

16 神戸大学大学院国際協力研究科教授　香川孝三

2
／ 土
17
2
／ 日
18

2 10:00～11:00

／ 月 グループディスカッション

19 （GD) 新潟大学大学院実務法学研究科教授　駒宮史博

2 国別発表

／ 火

20 大江橋法律事務所弁護士　石川正

2 グループ・ワーク：ファイナル・レポートのための論点整理 金沢へ移動

／ 水

21

2 金沢セミナー（石川国際民商事法センター/北国新聞社主催，法総研/ICCLC後援)

／ 木 新会社法に関する諸問題

22

2 東京へ移動 　 15：00ころ～ 　 　 　

／ 金 　 法務大臣表敬 事務次官表敬 法総研所長表敬 　

23 　

2 休み
／ 土
24
2 休み
／ 日
25

講義（合弁企業の取締役の権限と義務，取締役会に関する諸問
題）

講義（日本企業の海外合弁事業におけるコーポレート・ガバナン
ス）

講義（合弁企業のコンプライアンスと職務倫理に関する諸問題）

於：法総研(大阪)2FICR

休み

於：JICA大阪国際センター(OSIC)　会議室１

講義（合弁企業の会計・税務に関する諸問題）

国際協力部教官　　

山喜(株)

JETRO大阪事務所見学

 

 

信州大学大学院法曹法務研究科助教授　瀬々敦子 於：2FICR

JETRO大阪事務所

ＧＷＳ①（ヴァーチャル合弁企業の設立・認可）

休み

ＧＷＳ⑥（ヴァーチャル合弁企業のコンプライアンス体
制の設定と社員の職務倫理規定の作成）

於：法総研(大阪)2FICR

 

於：法総研(大阪)2FICR

於：法総研(大阪)2FICR

ＧＷＳ③（ヴァーチャル合弁企業の取締役の権限・義
務及び取締役会規程の作成）

ＧＷＳ④（ヴァーチャル合弁企業の監査役の権限・義
務及び監査役会規程の作成）

於：法総研(大阪)2FICR

ＧＷＳ⑤（ヴァーチャル合弁企業の労働者の雇用契
約書と労務管理に関する諸規則の作成）

休み（建国記念の日）

講義（アジアにおける合弁企業の監査役の権限と義務，監査役
会に関する諸問題）

 

於：法総研(大阪)2FICR

於：法総研(大阪)2FICR

ＧＷＳ②（ヴァーチャル合弁企業による工場用地取
得・登記，工場（商業店舗でも可）設置計画の作成）

各グルー
プ

ビジネス・
プランの発

表

於：法総研(大阪)2FICR

ヴァーチャル合弁企業の①各人の役割の割り当て，②事業内容の設定，③定款・内規の大枠の起案

於：法総研(大阪)2FICR

法務省民事局付　細川充，名古屋大学大学院法学研究科教授　中東正文

2006年度国際民商事法研修日程表

導入ワークショップ（ＷＳ），グループ分け
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月 曜 備考

日

2

／ 月

26

2

／ 火

27

2 ファイナル・レポートのための論点整理と起案 大阪へ移動

／ 水  

28  

3 国別発表

／ 木

1 立命館大学経営学部教授　安藤哲生

3 ケース・メソッド②（ヴァーチャル合弁企業の環境問題） 国別発表

／ 金

2 （株）NEC環境推進部統括マネージャー　三島通世

3
／ 土
3
3 休み
／ 日
4

3

／ 月

5

3

／ 火

6

3

／ 水

7

3 ファイナルレポート発表② 全体講評

／ 木

8

3 評価会(14:00～) 閉講式(15:00～)

／ 金

9

於：法総研(大阪)2FICR

於：法総研(東京)第三教室

注１：「講義」・「GWS(グループ別ワークショップ)」の内訳　①午前：講師（学者，弁護士，企業実務家）の講義，②午後２－３時：各国研修員（１人３回ずつ）が，当
日のテーマに関し，自国の法制度・実情等につき，１０分間ずつ発表する。③午後３ー５時３０分：グループ別作業で，当日のテーマに関するヴァーチャル企業の
内規・ビジネスプランを作成する。講師は，チューターとしてGWSを指導する。

注２：ファイナル・レポート発表の内訳　①各グループの持ち時間は２時間３０分。その中で，「対投資家向け」，「対（設立する国の）政府向け」の２つの発表を計１
時間行う。②発表者でないグループは，「合弁元の日本企業の株主」，「投資家」，「政府役人」，「労働者」，「環境／人権ＮＧＯ」等所定の役割を割り振り，それ
ぞれの役柄に応じて質問・コメントを行う（約１時間）。③最後に自由討論を行う（約３０分）。④最後に当部部長・ゲストから全体講評を行う。

於：JICA大阪国際センターSR15&16

脚注２参照ファイナルレポート作成，発表準備

講義（日本の新会社法におけるコーポレート・ガバナンスについて）

於：JICA大阪国際センターSR13

於：法総研(大阪)2FICR

於：JICA東京国際センターSR4

 

於：JICA大阪国際センターSR15&16

ファイナルレポート発表①

ファイナルレポート作成，発表，講評準備

於：JICA大阪国際センターSR14

レポート修正

於：法総研(大阪)2FICR

法務省刑事課局付　大原義宏

法務省民事局付　細川　充

講義（外国公務員への贈賄罪等の不正競争防止法違反について) グループ別ディス
カッション

グループ別ディス
カッション

ファイナルレポート作成，発表準備

ケース・メソッド①（ヴァーチャル合弁企業の知的財産問題）

休み

於：JICA東京国際センターSR11

ＧＷＳ⑦（ヴァーチャル合弁企業の知財関連諸規則
の作成）

ＧＷＳ⑧（ヴァーチャル合弁企業の環境対策に関する
諸規則の作成）

於：JICA大阪国際センターSR15&16
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INTERNATIONAL SEMINAR ON CIVIL AND COMMERCIAL LAW – CORPORATE GOVERNANCE 

January 29th 2007 – March 10th 2007 

グループ１ ファイナル・レポート 

 

Settlement of Joint Venture 
 

March 8, 2007 

Presented by Group 1 

Members 

Ms. Tith Makthou(Cambodia) 

Mr. Somphieng Keoviseth(Laos) 

Ms. Kanako Osawa (Japan) 

Ms. Nwe Nwe Yee (Myanmar)  

Ms. Nguyen Chi Lan (Vietnam) 

 

 

Ⅰ Regulations for Investment in Vietnam and other countries 

In order to establish a joint venture (“JV”) in Vietnam, foreign investors must consider 

not only the corporation law in Vietnam but also laws regarding investment; therefore 

below is the general reference that investors have to consider.   

a. Vietnam- Source of Law 

(1)  Law on Investment (“LI”) 

1. Art.21 & Art. 22 of LI allow foreign investors to establish joint venture 

economic reorganizations between domestic and foreign investors. 

2. Decree 108- implementation of the LI   

(2)  Law on Enterprise (“LE”) 

b. Laos- Source of Law 

(1)  Law on the Promotion of Foreign Investment  

(2)  Decree on Special economic zone  

This law is regarding the foreign and domestic investment at the specified 

zone, where investors may obtain tax and other benefit.   

(3) Law on Enterprise Law 

c. Cambodia- Source of Law 

(1) Law on Investment  

(2) Law on commercial enterprise (applies to both domestic and foreign 

person)  
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d. Myanmar- Source of Law  

(1) Union of Myanmar Foreign investment Law, Procedure: 

(2) Myanmar Companies Act/ Procedure for company registration  

(3) Special Companies Act  

This act is for the JV.  

 

Ⅱ Form of the company 

 

a. Comparison of LLC with Joint stock company 

 

(1)  Based on our assumption, Limited Liability Company should be established 

so that we address the procedure to formulate the LLC in this paragraph; 

however, before discussing procedure matters in details, advantages and 

disadvantages in LLC and Joint stock company would be useful.  

 

(2) Comparison of LLC with Joint Stock Company 

 Advantage  Disadvantage 
LLC - Flexibility in designing the 

internal structure (if members 
of LLC is below 11, no auditors 
are required) 
- Hard to transfer the shares so 
that members may control the 
company easily 
 

- May not issue shares  
- May not use the variety 
of shares- preferred 
stork etc.  

Joint stock 
company 

- Suitable for many 
shareholders  
- May issue shares  

- May not restrict the 
transfer of shares, 
generally 

 

(3) Formation of Joint venture in other countries   

1. In Laos, “Public company” needs 9 members at least; therefore it would 

not be suitable for our assumption, on the other hand, “Limited 

company” requires at least two members.(See Art. 104 & 105 of 

Enterprise Law) . But the problem is, members may transfer the shares 

between shareholders 

2. In Myanmar, the law provides public limited company and private 

limited company as well. Private limited company is suitable for the 
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joint venture since the investors can set up the company with a few 

members and the transfer of the shares are restricted.  

3. In Cambodia, “Pulbic limited company” and “ private limited company” 

would be the possible legal forms; however Public limited company is 

not popular there, and it requires at least 7 shareholders, therefore, it 

doesn’t fit our assumption. Then, we should select private limited 

company. 

  

b. Procedure for establishment of the LLC in Vietnam 

(1) Overview for obtaining the investment certificate procedure 

 
 Vietnam Laos Cambodia Myanmar 

1st 
step  

Entering into JV 

agreement  

Submit an application 

& copy of the JV 

agreement to CMPI 

Submit an 

application to 

the ministry 

of commerce 

Draft contract (after the 

permission by the 

governmental agency, 

parties may enter into 

the final agreement)   

2nd 
step  

①Capital $20M or more 

LLC has to follow the 

evaluation procedure 

(Art.48 of LI applies, 

See below) 

②Capital<$20M 

LLC has to follow the 

registration procedure  

(Art. 46 of LI applies  

(See Below) 

Evaluation by the 

committee or related 

organization if the 

business meets the 

negative list provided 

by CMPI 

Evaluation by 

official 

registration 

department in 

ministry of 

commerce 

Application & evaluation 

for the investment 

3rd 
Step 

Obtaining investment 

certificate under Art. 

50.1 of LI 

Obtaining three 

certificates from the 

committee 

Obtaining the 

certificate form 

the ministry of 

commerce 

Application & evaluation 

for obtaining the business 

certificate 

4th 
Step  

   Registration procedure 

for the company  

* In Vietnam, companies have to take business registration certificate to start its 

business; however, Art. 20 of LE and Art. 50.1 of LI provide that the investment 

certificate shall also be the business registration certificate. Therefore, the JV follow 

the procedure for obtaining the investment certificate only. 
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(2)  Application documents for obtaining investment certificate in Vietnam (See 

Art. 45, 46 and 48 of LI)  

. 

 Amount of capital <$ 20M: 
See Art. 46.2 (b)(c) & Art. 
45.3  

Amount of Capital $20M or 
more : See Art.48 

 Registration1 
1. Legal Status of the investor 
2. Objectives, Sale and 

Location for implementation 
of the investment project 

3. Invested Capital, project 
implementation schedule 

4. Joint Venture contract or 
business cooperation 
contract and charter of the 
enterprise (if any) 

5. Land use requirements and 
undertakings on 
environmental protection 
Proposal for investment 
incentives (if any) 

6. Report on Financial ability2 
of the investor

Evaluation3 
1. Written request for issuance of an 

investment certificate 
2. Document certifying the legal 
statutes of the investor 
3. Report on financial ability of the 
investor 
4.Economic-technical explanatory 
statement containing the items in 
relation to objectives and location of 
the investment, land use 
requirement4, investment scale, 
invested capital, project 
implementation, schedule, 
technological or environmental 
solutions 
7. Joint venture agreement, 

charter of the JV (if any) 
Duration in 
order to 
obtain the 
investment 
certificate  

15 days from the receipt of 
the complete and valid 
registration 

① Can obtain evaluation report 
within 15 working days from the 
date of receipt of valid 
investment project file  
② Can obtain investment 
certificate within 20 working days 
from the receipt of the evaluation 
project   

 

 Ⅲ Contents of the Chartered documents  

a.  Art. 22 of Law on Enterprise (“LE”) provides the contents of the charter of the 

company. Since that article doesn’t require the members following the provision 

strictly, the member may freely add or skip some provisions to the extent that the law 

allows such discretion. 

                                                 
1 Registration procedure means the agency reviews whether the documents are satisfied in 
view of formality. 
2 E.g. balance sheet of the company certified by the CPA, but it is still broad provision so 
that the officer of the agency has some discretion on this requirement  
3 Evaluation procedure means the agency actually examine the contents of the prospective 
business and may refuse to issue the certificate in the case of finding this project is not 
suitable for the country, lack of capital ability or other substantial reasons.   
4 Land use requirement means an applicant should show what scale is preferable for the 
business; therefore at the time of the application lease agreement is not required.    
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b.  Contents of the Chartered document that the LE provides 

(1) Name, Address, of the head office, branch, representative office.  

    (2) Lines of Business  

(3) Charter Capital; method of increasing and reducing the charter capital 

Art. 60 of LE provides increases and reduction of charter capital, which 

states that by resolution of the members’ council, the company may increase 

and decrease the capital.  

(4) Full names of the company owner or of members in case of LLC 

(5) Share of capital contribution and its value of each member  

1. Character of contribution 

i. Cash 

The founder may contribute cash by Dong, by US dollars (foreign 

currency); however, they have to convert to VND.  

ii. In-kind contribution 

Usually, when setting up the JV in Vietnam, Vietnamese party 

provides land use right, since it would be difficult for foreign investors 

to obtain it.  

In addition that, technologies, Intellectual properties also can be a 

capital contribution but labor may not be a capital contribution since 

it might not be converted to cash.      

2. Valuation of assets contributed as capital (see Art. 30 of LE)  

At the time of the incorporation of the JV, the valuation has to be 

agreed by all members or founding shareholders. Assets contributed as 

capital during the course of operations, shall be valued on agreed basis 

between the JV and the person making the contribution or by a 

professional valuation organization.  

However, if the person making the contribution does not agree 

the valuation, LE and LI don’t provide the procedure for the dispute; 

therefore it would be preferable to stipulate how to calculate the amount 

of the in-kind contribution in the JV agreement or the Charter itself.    

3. Liability of the member for contribution (See Art.39 of LE)  

Art. 39.2 provides if one of the members fails to make a 

contribution in full, the unpaid amount shall be considered as a debt 

owed by that member to the company; such member must be liable for 

compensation for any damages arising from its failure to contribute 

capital in full and on time.  

However, under that situation, it would be probable that such 
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member wouldn’t pay anything any more and under our assumption, JV 

would work well based on the trust between members and such 

relationship would be lost already; therefore, in that situation, other 

members has to consider the say to force the member unpaid to get out 

the JV.  

In this regard, Art. 39. 3 provides that if other members agree to 

contribute the unpaid amount in full, the member unpaid shall 

automatically cease to be a member of the company; however, if other 

members may not contribute in full, it would be possible the members 

would decrease the amount of capital itself to mach the actual amount of 

the contribution already paid in.  

(6) Right and obligations of members (See Art. 41 and 42 of LE)  

The Charter requires setting up the right and obligations of members 

and Art. 41.1(i) allows the company to set up other rights; therefore, 

members may add other rights suitable for the company. Followings are the 

major elements to be stipulated in the Charter.   

1. Appointment of members of the members’ council  

2. Appointment of a director 

3. Appointment of Inspector (if any) 

4. Appointment of the chairman of the compliance committee 

5. Setting up Operation structure  

6. Obligation to contribute in full 

7. Obligations to observe Members’ Council’s decisions 

(7). Management and organizational structure (See Art. 46 and 47 of LE)  

Followings are the major elements to be stipulated in the Charter.  

1. Director 

2. Inspector (if necessary)  

3. Setting up compliance committees  

(8) Legal representative (Art.46)   

    (9) Procedures for passing resolutions of the company; rules for resolution of 

internal disputes  

1. Art 41.1(b) of LE the number of votes shall be in proportion to its 

share of capital contribution; therefore, members may not stipulate 

different voting ratio based on the negotiation among the members.  

2. Art. 52.2 (a) of LE provides the approval ratio shall be at least 65%, 

therefore, under the Charter, members may increase the approval 

ratio, but may not decrease the ratio below 65%.   
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   (10) Bases and method of calculating remuneration, wages, and bonuses of 

managers 

Art. 58.1 of LE only provide the right of the company to pay 

remuneration; therefore, members should establish some formula how to 

calculate the amount of remuneration, wages and so on.  

   (11) Circumstances in which a member may require the company to redeem its 

share of capital contribution in LLC  

Art. 43 of LE provides the procedure in what circumstance the members 

obtains the right of redemption and also that provision allows the company 

add the circumstances where the member may require the company to 

redeem its share of capital contribution in LLC.  

Once a member obtains the right of redemption, Art. 43.2 provide the 

redemption procedure; however, to fix the price of the share would be a 

serious problem since LE only provides “ market price”, as the standard of 

the price, which would be hard to find because the LLC is not a listed 

company; therefore, the members have to stipulate the formula to fix the 

price of the share when redeemed.    

   (12) Rules for dividend distribution   

1. The question is whether the allocation ratio to be distributed from the 

company can be different from that of the contribution ratio. Art. 41.1 

(d) of LE provides the distribution of shares, which requires the profits 

in proportion to its share; therefore, the company has to follow the 

contribution ratio when distributing the dividend.   

2. As for the frequency of the dividend distribution in a fiscal year, twice 

a year is the general trend in Vietnam 

(13) Cases of dissolution procedures for dissolution and procedures for 

liquidation of the company (Art. 157 and 158)  

Art. 157 and 158 provides the conditions of dissolution. In case of LLC, 

resolution would be decided by Members Council or the company owner. .   

(14) Procedures for amendments of or additions to the charter of the company  

Since the Charter is the general principle for the company, LLC may put our 

own procedure into the charter for amendment of the Charter, e.g. LLC may 

adopt higher ratio for approval of the amendment (75% or so   

(15) Full names of the legal representative, of the company owner, or members  

(16) Other matters as agreed by the members BUT MAY NOT INCONSISTENT 

WITH PROVISIONS OF THE LAW    

1. Restriction of the transfer of the contribution 
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According to Art. 44 of LE, members of LLC shall have the right to 

assign a part of or all of its shares of capital contribution to other persons; 

however, the conditions of the assignment are provided as well.  

According to the provision above, the other members has an first 

refusal right against the shares to be sold in proportion to their shares of 

capital contribution; therefore, the member who wants to sell his/ her share 

has to make an offer to the other members first; however, the problem is 

members may not agree with the price of the share to be sold. Since the 

law doesn’t provide any procedure on this point directly, members should 

stipulate the formula how to calculate the price of the share when 

transferred. 

        * Restriction of the transfer of the share in joint stock company 

According to Art. 77.1 (d) of LE provides share holders may freely assign 

their shares, generally.     

 

Ⅳ JV agreement  

 

a. Contents of JV contract  

Art. 54 of Decree 108 requires the company stipulating following items at least.  

1. Name and address 

2. Form of the enterprise 

3. Sector, Line and scope of business 

4. Legal capital, capital contribution share of each party, method and 

schedule for charter capital contribution 

5. Project implementation 

6. Duration of operation of the project 

7. Location where the project is to be implemented 

8. Rights and obligations of the joint venture parties 

9. Principles of financial management; principles of distribution of profits and 

dealing with loss during business 

10. Procedures of amendment and termination of the contract, conditions for 

assignment, conditions for termination of operation and dissolution of the 

enterprise 

11. Liability for breach of contract and method of dispute resolution 
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 1st Step 2nd step  3rd step 4th Step 

Vietnam  Negotiation 
and/ or 
conciliation 

Options  
①Vietnamese Court  
②Vietnamese Arbitration 
③Foreign Arbitration  
④Trade arbitration 
center 
⑤International arbitration
⑥Arbitration body set up 
the parties 

   

Laos Negotiation 
 

Mediation held by CMPI Options 
①Court proceeding 
②Economic Arbitration 
Organization (final and 
conclusive proceeding 
but not the compulsory 
proceeding so if parties 
don’t agree to use this 
proceeding, parties have 
to move the court) 

 

Cambodia Negotiation 
through 
consultation 
between 
Council for 
Development 
of Cambodia  

Options 
① Conciliation before 
the council; or   
② Arbitration in or 
outside of Cambodia 
③ Trial by the tribunal of 
the Kingdom of 
Cambodia 

  

Myanmar  Negotiation  Step by Step 
1st: Mediation by MIC 
(Myanmar's investment 
Commission),  
2nd; Mediation by TC 
(Trade Council),  
3rd Mediation by Higher 
authority (cabinet) 

Arbitration Court 
Proceeding 

    

b. Function of the JV agreement- relationship between JV agreement and the 

Charter document. 

On investors side, investors would like to fix as much as possible in the corporate 

structure before establishing LLC. Therefore, investors tend to think that parties 

should fix provisions which would be stipulated in the Charter document later 

(discussed in Ⅲ above).  

 

End 
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Land for a Joint venture 

 

I. General comparison 

 

Based on the data provided by Laos, Cambodia, Myanmar participants, we would like to 

take some comparison among them in connection with land issue. 

 

Table 1: Land Ownership 

 

Cambodia Laos Myanmar Vietnam 
Foreign natural 
person or legal entity 
may not own land in 
the Kingdom of 
Cambodia but they 
can use the land in 
various forms, 
including concession 
(15 years and more), 
land use rights, lease 
of state land and sub 
lease 

Valuable 
sources of 
 the country, 
JV must rent 
 a plot of  
land or a  
concession  
of developed  
land from the  
State, and land 
owner   
 
 

Foreign organization 
and persons are not 
allowed to own land 
in Myanmar. 
However, land may 
be acquired on long 
renewable lease (up 
to 30 years) and 
extendible or 
individual case basis, 
generally every 10 
years. 
 

All land in Vietnam 
is belonged to the 
whole people of 
Vietnam. Foreign 
investors in Vietnam 
only can be a holder 
of certificate on land 
use right, not be a 
ownership of land in 
Vietnam 
 

 

Table 2: Land registration 

 

Cambodia Laos Myanmar Vietnam 
The investor 
 shall  
complete all  
forms or  
formalities for  
registration  
with the  
cadastral  
office under  
the jurisdiction  
of which the  
immovable  
property is  
located 
 

Application for  
land to  
managing  
office of the  
province,  
prefecture of  
special zone  
by sending  
through village  
administration  
and land  
managing  
team of district 
 

A lease agreement 
approved by the 
Myanmar 
Investment 
Commission (MIC) or 
with a State-owned 
enterprise is not, per 
se, exempt from 
mandatory 
registration. All 
registerable interests 
in land is recorded in 
a Register. This 
Register is 
maintained at the 
Land Records Office 
of the district in 
which the land is 
situated. 
 

3 cases: 
Site has been cleared 
or site does not 
require clearing 
 
Site has not yet been 
cleared  
 
 Re-allocation or 
lease of land in 
high-tech zones and 
economic zones 
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II. Land for a JV in Da Nang, Vietnam 

 

1. Da Nang overview 

1.1  Strategic location: 
Situated in the middle of the country, on the transport hub of the north - south 
highway, rail, sea and air routes, Danang is 764km south of Ha Noi  and 964km 
north of Ho Chi Minh City. Danang is at the centre of three World Cultural 
Heritages, including Hue Citadel, Hoi An Old Town and My Son Sanctuary.  

 

Danang is one of the main gateways to the sea of the Central Highlands of 
Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand and Myanmar, and the Northeastern 
Asian  region via the East-West Economic Corridor ending at the Tien Sa 
Seaport. Situated on the international sea and air routes, Danang has advantages 
to develop quickly and sustainably.  
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1.2 Completed Infrastructure: 
Danang has a developed network of roads, railways, sea and air routes. The 
main roads are sealed. Danang train station is one of the biggest in Vietnam. 
Danang has shipping routes to most of the big domestic and international ports. 
Danang International Airport can handle B747, B767 and A320 aircrafts. There 
are 84 domestic flights, and 6 international ones to Hong Kong and Thailand, 
weekly. In the coming period, when the projects to upgrade seaports, railway 
stations, roads and the Danang International Airport are finished, Danang will 
have a completed infrastructure system  In addition, the city’s water and 
electricity supply and communication system have been quickly developed and 
modernised, ranking third after Hanoi and Ho Chi Minh City.   

1.3 Industrial Zones with preferential policies: 
With five IZz with good infrastructure and ready to hand over sites, Danang has 
many preferential policies that can satisfy every demand of investors. Compared 
with neigbouring localities, Danang IZs have an advantageous location, simple 
procedures and competitive land lease and services prices.   

1.4 A large market: 
With its population of nearly 800,000 and a relatively high living standard, 
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Danang is at the center of a large potential market for manufacturers and service 
suppliers. Advantageous transport facilitates goods transfer from Danang 
through central Vietnam and the Highlands, a new potential market. When the 
East-West Economic Corridor is completed in late 2005, the market will be 
expanded to Myanmar, Thailand and Laos, opening great opportunities for 
investors. From Danang, the starting point of the East-West Economic Corridor 
(EWEC), goods will easily access domestic and regional markets.      

1.5 Abundant and qualified human resources: 
With 6 universities and colleges, 13 junior colleges and technical secondary 
schools, and many vocational and informatics and foreign language training 
centers, every year, tens of thousands of personnel are well trained. The city's 
human resources are the highest quality in central Vietnam and the Highlands. 
They have an industrial working style and are enthusiastic, hard working and 
highly responsible.   

1.6 Preferential policies and one-door mechanism: 
Danang has many preferential policies to attract investment. Investment licenses 
are granted to appraised projects in 10 days and registered projects in 5 days. 
All procedures are carried out at the Danang Investment Promotion Center. In 
addition, the city has issued many incentives regarding land lease, income tax 
and support for infrastructure investment. The city authorities are determined to 
carry out radical reforms in administrative procedures to a create favorable 
investment environment.  

1.7 A developed financial and credit system: 
There are 15 banks and loan companies in the city. They can meet enterprises’ 
demand for short and medium-term capital. In addition, enterprises can make 
full use of long-term capital from ODA fund at low interest rates. Domestic and 
international payment is done quickly and conveniently. Other good services 
can help enterprises overcome difficulties in their business. 

2. Da Nang industrial zones 

 

In Danang there are five main industrial zones: Danang, Hoa Khanh, Lien Chieu, Hoa 

Cam and Danang Seafood Services zone with a total land area of more than 1,300 

hectares. The infrastructure in the Danang industrial parks has been improved to 

provide basic conditions for local and foreign investors.  

 



146 

Group 2 

In addition, the city of Danang is now encouraging foreign investors to develop the 

infrastructure of a new industrial zone at Hoa Khuong commune with a land area of 300 

hectares 

 

 

 

3. Da nang industrial zone 

We suppose that joint venture C will be located in Da Nang industrial zone (in Son Tra 

District) 

 

3.1 General information 

 

The Danang Industrial Zone is implemented by MASSDA Joint Venture Corporation 

(Malaysia) in 50 years of operation.  

 

62.99 ha, 6 km south of Tien Sa seaport, 5 km east of Danang international airport, and 

2 km from the center of Danang city.  
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Presently, infrastructure of the zone is sufficiently invested.  

- Power supply, Water supply, underground water.  

- Telecommunication 

 

3.2 Industries Encouraged for Investment into Danang IZ  

 

- Garments and textiles (except for dying)  
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- Leather shoes, handbags, other leather and imitation leather products (except for 

tanning)  

 

- Manufacturing and assembling electronic, electrical devices  

 

3.3 Land policy in Da Nang 

 

According to Decision 92/2005/QD-UB of Da Nang People Committee dated 29 July 2005, 

 
Article 3: Use of Land 
 

1. The City authorities are responsible for organization of the site clearance and 

compensation and completion of land leasing procedures. Costs for the site 

clearance and compensation will be covered by the Danang People’s 

Committee. 

 

2. In case the land leased by the City authorities to implement investment projects 

is not used within the time limit of 12 (twelve) months or the use of such land is 

delayed over 24 months compared to the schedule anticipated in the investment 

application files from the date of land taking over without the approval of the 

City authorities, the Danang People’s Committee will issue a decision to recover 

the land. 

 

3. Land rental 

 

3.1. Land rent applied to projects invested outside industrial zones: 

 

3.1.1. Land areas belonging to Hai Chau and Thanh Khe districts: US$4.8/m2/year. 

 

For the investments in the fields of trade, tourism and services: US$6.7/m2/year. 

 

3.1.2. Land areas belonging to the districts of Son Tra, Ngu Hanh Son, Lien Chieu 

and the communes of Hoa Tho, Hoa Phat and Hoa Xuan of Hoa Vang district: 

US$0.7/m2/year. 

 

For the investments in the fields of trade, tourism and services: US$1/m2/year. 
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3.1.3. Land used for seaside resorts from Hai Van Pass to the border of Quang Nam 

province: US$0.6/m2/year. 

 

3.1.4. Land areas belonging to the rest communes of Hoa Vang district excluding the 

mountainous communes: US$0.18/m2/year. 

 

3.1.5. Mountainous communes (consisting of the communes of Hoa Son, Hoa Phu, 

Hoa Bac and Hoa Ninh of Hoa Vang district): US$0.02/m2/year. 

 

The above-mentioned land rental rates are standard ones and shall be adjusted 

by K coefficient from 0.3 to 1.2 depending on specific investment locations. 

 

For Ba Na Resort and some particular projects, the land rental for each project 

shall be considered and decided by the Danang People’s Committee. 

 

For projects invested outside IZs, if the investors make full payment for the entire 

land rent duration after signing the land leasing contract and land taking over, they 

will enjoy a 30% reduction of the total rental. 

 

3.2. Land rent (including fees for development and maintenance of 

infrastructure) applied to projects invested in industrial zones under the 

management of the City: 

 

 

Payment term Price (US$/m2/year) 
- Payment every 10 year  0.54 
- Payment every 20 year  0.41 
- Payment every 30 year  0.35 
- Full payment for the entire land 
rent duration (over 40 years) 

0.30 

 

4. Time of exemption from and reduction of land rental 

 

Projects invested in industrial zones under the management of the City and outside 

industrial zones shall be entitled to the exemption from and reduction of land rental 

stipulated at the Article 8 of the Decision No. 189/2000/QD-BTC dated 24 November 

2000 of Ministry of Finance regulating the rental of land, water and sea surface 

applied to foreign direct investment forms.    
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Investors shall be also entitled to the exemption from land rent in the period of 

capital construction that should be mentioned specifically in the project application 

files and approved by the investment licence issuing bodies.  

 

4. Re-allocation or lease of land 

 

According to  Article 128 Decree guiding implementation of Law on land No. 

181-2004-ND-CP Dated  29 October 2004 

 

- Article 128: Order and procedures for re-allocation or lease of land in high-tech 

zones and economic zones 

 

1. An applicant shall submit a file in two sets, comprising: 

(a) Application for re-allocation or lease of land; 

(b) In the case of an organization, the investment project in accordance with the 

law on investment; 

(c) In the case of a Vietnamese residing overseas, a foreign organization or a 

foreign individual, the investment decision or investment project in accordance with the 

law on investment. 

2. Re-allocation or lease of land shall be regulated as follows: 

(a) Within a time-limit of nine working days from the date of receipt of a file, 

the management committee of a high-tech zone or economic zone shall be 

responsible for consideration of it; where all conditions are satisfied, it shall make 

an extract of the cadastral map or an extract of the cadastral measurements of the 

area of land if there is no cadastral map; it shall issue a decision on re-allocation of 

land or sign a land lease contract; and it shall give notification to the land user to 

pay land use fees or land rent in accordance with law; and it shall send the decision 

on land re-allocation or the land lease contract together with the extract of the 

cadastral map or extract of the cadastral measurements to the natural resources 

and environment body under the people's committee authorized to issue certificates 

of land use right; 

(b) Within a time-limit of five working days from the date of receipt of the 

decision on land re-allocation or land lease contract, the Department of Natural 

Resources and Environment shall be responsible for signing a certificate of land use 

right or the Division of Natural Resources and Environment shall be responsible for 

forwarding a submission to the people's committee at the same level to sign a certificate 

of land use right; and shall send the certificate of land use right to the management 
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committee of the high-tech zone or economic zone;  

(c) Within a time-limit of three working days from the date on which the land 

user discharges its financial obligations, the management committee of the high-tech 

zone or economic zone shall be responsible for on-site hand-over of the land and delivery 

of the certificate of land use right. 

 

PROCEDURES COMPANY C MUST EXERCISE TO USE LAND IN DA NANG 

INDUSTRIAL ZONE (IN SON TRA DISTRICT) 

 

The Danang Industrial Zone is implemented by MASSDA Joint Venture Corporation 

(Malaysia) in 50 years of operation.  

  

That means MASSDA Joint Venture now has the right to re-allocate or lease land.  

 

NINE STEPS AS FOLLOWS: 

 

1. Submit application for Land Reservation to MASSDA by representative of 

company C according to joint venture agreement (may be the director in draft 

charter of Join Venture Agreement) 

2. Enter into Land Reservation Agreement with MASSDA (All land in Da 

Nang Industrial zone does not require clear, about 10% occupied). Submit 

deposit to MASSDA (Address: Son Tra District, Da Nang, Manager: Mr Lee 

Yai Sin).  

3. Submit Application for investment Licence to Da Nang Industrial and Export 

Processing Zones Authority (DIEPZA, Address: 58 Nguyen Chi Thanh St., Thach 

Thang Ward, Hai Chau Dist, Danang City). In this application, investor raises 

their need for land re-allocation  ; 

4. DIEPZA reviews and issues Investment Licence to the investor; 

5. Receive Investment Licence; 

6. Enter into Sublease Agreement with MASSDA (after that, MASSDA and 

company C will come to DIEPZA to register land use right about cadastral 

location. DIEPZA will amend the master land use right certificate of 

MASSDA and grant land use right certificate to Company C); 

7. Apply for Construction Permit to DIEPZA (if any) (for house, building, 

factory facilities and other immoveable properties, Company C can rent 

from MASSDA or they construct themselves. If they construct themselves, 

they can register this building to DIEPZA to prove their ownership of this 
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bulding.); 

8. Construct factory facilities; 

9. Commence operations. 

According to  sub-paragraph 2.c of Article 128 Decree guiding implementation of Law 

on land No. 181-2004-ND-CP Dated  29 October 2004. 

 

Within a time-limit of three working days from the date on which the land user 

discharges its financial obligations, the management committee of the high-tech zone or 

economic zone shall be responsible for on-site hand-over of the land and delivery of the 

certificate of land use right. 

 

From the day company C has received the Certificate of Land use right, it can run the 

business and construct factory facilities. 

 

Industrial zone, economic zone, special economic zone  

 

Table 3 Target of Industrial zone, economic zone, special economic zone 

 

Cambodia Laos Myanmar Vietnam 
To improve an  
investment  
climate  
conductive to 
the  
enhancement  
of productivity  
Competitiveness,  
national  
economic  
growth, export  
promotion,  
employment  
generation 
 

Laos government`s 
policy is to promote 
and attract foreign 
investment in a 
special economic 
zone with a view 
adapting good 
management, 
administration of 
business with a new 
technology and 
international best 
practice in order to 
export products 
such as 
agro-forestry, 
processing industry, 
trade, services and 
others 

To promote the 
industries 
 

To attract 
investment and 
promote economic 
growth 
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Table 4 Quantity and location of IZs 

 

Cambodia Laos Myanmar Vietnam 
Government 
sub-degree No.73 of 
05 October 1995 
and sub-degree No. 
02 of 05 January 
1996 foresaw the 
creation of an 
industrial zone in 
Stung 
Hav-Sihanouk Ville, 
bet the project 
remained to be 
implemented. 
Some other areas 
have been evaluated 
as potential sites for 
further export 
processing zone. 
A draft law on 
Industrial Zones 
had been approved 
by the council of 
Ministers in March 
2003 and was 
currently under 
consideration by 
Parliament. 
 

There is a plan to 
establish a primary 
industrial area in 
the Lao PDR in 
Vientiane capital in 
the vicinity of 
km-21, route 15, 
south as first site. 
A special economic 
zone has been 
established in 
central region of 
Lao PDR, at Seno, 
Savannakhet 
province. 
 

In the early stage 
18 local industrial 
zone across the 
country with a total 
of 9,574 industrial 
enterprises in 
operation. 
The Thilawa SEZ 
zone, about 25 
kilometers south of 
Yangon and covers 
an area of 12.8 
square-km, will 
become the first 
export 
concentration zone 
of its kind in 
Myanmar. 
 

At least 61 
industrial zones 
(increasing rapidly), 
locate mainly in 
Vung Tau, Binh 
Duong, HCMC, 
Hanoi 
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Introduction 

 

The present Report finalizes the discussions to design an appropriate structure of the two 

most important governing bodies in the virtual joint-venture: The Members’ Council and the 

Director. 

 

The virtual joint-venture is to set up in Vietnam, by two parties, a Japanese company and a 

Vietnamese company, each contributes 50% of the capital for the business in camera parts 

production. 

 

According to the current Vietnamese laws and regulations, the joint-venture shall be in form 

of the Limited liability Company of two or more members. Accordingly, the corporate 

governance structure in the joint-venture has to comply with the concerned legal and 

regulatory provisions, including compulsory stipulations on the power, duties, rights of the 

Members’ Council and Director and also on the other procedural matters. 

 

Thus, the margin of choice is rather limited. In fact, almost all the choices, if any, are made 

upon the assumption that the small joint-venture needs simple structure, with clear division 

of powers and responsibility, which enables the parties to control effectively the business of 

the joint-venture. Consequently, all designed provisions tend to make the Members’ Council, 

body comprising of representatives of both Parties, more powerful and effective as well as to 

limit to a certain extent the discretion of the Director. 

 

The first part of the Report is edited in form of articles of the finalized Joint-venture 

Agreement and of the Articles of Incorporation dealing with Members’ Council and Director. 

The second part of the Report provides explanations to the choices that have been made 

and converted into articles in the first part. 
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Part II 

 

EXPLANATORY NOTES 

 

I. Basis of choices 

 

1. Legal basis:  

 

Vietnamese Enterprise Law 

 

A lot compulsory provisions on Members’ Council and Director in the LLC 

 

 

VN Party (A) JP Party (B) 

Members Council 

Chairman

Director 

or 

General Director 

Inspection Committee 

(Auditors) 

Representative 

of Member A

Representative 

of Member B

elect & dismiss elect & dismiss (Optional) 

Managers 

Members
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2. Factual basis:  

 

Estimated corporate governance structure in the JV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN Party (A) JP Party (B) 

Director Inspection Committee

(an Auditor) 

Members

Members Council 

Chairman 

Each party has 50% 

voting right

Propose the 

Candidate 

Propose the 

Candidate
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II. Explanation to choices  

(as translated into JV Agreement and Articles of Incorporation in the Final Report) 

 

MEMBERS COUNCIL 

1. Number of members 

- 2 members, each is dispatched as representative of each Party to the JV (a small 

JV as ours needs to be simple in all managing bodies, including Members’ 

Council) 

- Each member has a vote of 50% (according to their contribution to the JV capital) 

 

2. Chairman of MC 

- Appointment: The member dispatched by Vietnamese party shall be chosen as 

Chairman of the MC (JV Agreement) (a kind of power balance between the Party: 

the Vietnamese party shall appoint the Chairman of Members’ Council and the 

Auditor; the Japanese party shall appoint the Director) 

- Term of office: Five year (in principal, for our JV, the Chairman term can be 

forever, 5 year is the limit imposed by the law) 

 

3. Meeting 

- Periodical meeting: once every quarter, including one Meeting closing the 

financial year and 3 normal periodical meeting (the MC should meet frequently 

enough to supervise the activities of the Director and of the JV as a whole);  

+ In those periodical meetings, the Director shall report the MC with business 

management matters taking place during the precedent quarter (so that the MC 

can exercise effective supervision over Director’s activities and over the business 

as a whole); 

+ Time to convene Meeting closing the financial year: No later than 2 months 

from the closing of the financial year (the EL stipulates for a period of 4 months  

for JSC; for our case of simple JV, it seems that 2 month period is enough, both 

for the report-making and the report-auditing) 

- Ad hoc meeting whenever deemed necessary by any member of MC or by the 

Director or by the Auditor (to enable the JV to act quickly and resolve any issue) 
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4. Powers 

- Article 47 EL (a lot of compulsory rights and duties that the JV can do nothing but 

follow) 

- 47.2c: New investment or enlargement investment of at least 5% asset value 

shall be approved by the Members’ Council (it is desirable that the parties shall 

have final word on any investment of the JV) 

- 47.2d: Sale contract of at least 5% asset value shall be approve by the Members’ 

Council (the exact percentage should be considered carefully with due regard to 

the JV capital and the price of production to enable the Director decide on 

purchase of materials and product selling in the normal course of trade, while the 

Members’ Council has right to approve any important question) 

 

5. Meeting 

- Lieu: Head Office (because the JV consents to electronic means of 

communication, the place of meeting become less important) 

- Means: Electronic communication (TV conference, Conference call…) possible 

(to facilitate the works of Members’ Council of which the members usually reside 

in different countries) 

- Invitation: written (data message satisfying some conditions is considered as 

equivalent to the writing in Vietnam Electronic Transaction Law) 

- Time to send documents: 2 weeks before the convening of the Meeting for all 

kinds of documents except for auditing reports (5 days) unless otherwise agreed 

by all members of the MC (it is estimated that 2-week period is need for the 

members to read, analyse and have opinion) 

- Quorum of meeting: 1st and 2nd convocation: 100% (because the Council 

comprise of only 2 members, it is desirable that both members be present at the 

meeting) 

- Procedure of conducting and voting method: As decided by the Chairman of the 

MC (this question is rather minor due to the simple structure of the Members’ 

Council, so let the Chairman decides it) 

- Quorum for decision making: Article 52.2 (compulsory provision) 
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DIRECTOR 

1. Status 

- Legal representative of the JV (It is a custom that the Director act as legal 

representative of the company; moreover, it wouldn’t be very convenient for the 

Director, who has the right to decide day-to-day issues, including purchase and 

sale contract, to ask for the signature of other who is legal representative of the 

Company for everything he does) 

2. Powers 

- Main idea: The power of the Director should be limited  

(in order to escape from deadlock, only one party, the Japanese party, has the 

right to appoint the Director > there is a certain possibility that the Director shall 

act for the benefit of the party that appoint him > thus it is desirable to limit the 

power of this Director to a certain extent; moreover, it is estimated that the 

Council, representative of the Parties, should be vested with important powers as 

much as possible) 

- Article 55 EL (a lot of compulsory rights and duties that the JV can do nothing but 

follow) 

- Duty to ask the Auditor to stop violation/misconduct, if any, and inform the MC on 

the violation for its final decision or convene the MC Meeting if the violation is 

serious or if the Auditor refuse to stop the violation (to ensure that the violation, if 

any, be stopped in time) 

- Duty to notify the members and auditor of any decision that the Director judges 

having important impact on the business of the JV and of any special/anormalous 

event (it is better that the members and auditor know about important/anormalous 

events happening during the operation of the JV) 

- Duty to participate and make report about business management in the periodical 

Meeting of MC; duty to prepare and send annual report to the MC Meeting 

closing the financial year (normal duty) 

Items to be mentioned in the Annual Business Report: 

(i) Overview of all business factors in the past year (production, employment, 

compliance, benefits…) 

(ii) Results of implementation of Business Plan and Strategy decided by the Council 

(iii) Explanation about the reasons, disadvantages and advantages in business 
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(iv) Suggestions for the business plan and revision to long-term strategy, if any 

 

3. Appointment 

- It is better that one member (the member who has technology and biz management 

experience) appoint the Director and the other member (local member) appoint the 

auditor. 

Why it is desirable that the Director should be proposed by Japanese party: 

- The director’ main task is to run the business, to assure the efficiency of the JV > his 

experience and management knowledge and capacity is needed; it is presumed that 

the Japanese party has/know suitable personnel for this position (while Vietnamese 

people may not keen on those issues) 

- The foreign director, if any, can always assisted by one or two Vietnamese assistant 

(in position of Assistant or Vice Director), and by interpreter and also by Vietnamese 

auditor 

- It is fact that Vietnam is now trying to attract as much as possible the foreign 

investment, so a foreign director can have certain advantage than Vietnamese one in 

the relation with the competent authorities in some cases 

Why it is desirable that the Auditor be appointed by Vietnamese party: 

- Because the Vietnamese knows more about the legal system of Vietnam, he/she 

speaks Vietnamese (that would make his/her work easier) 

- Because the Director is estimated to be Japanese/proposed by Japanese party 

 

4. Qualification 

- 21 years old 

- Having experience in camera business or in corporate management 

- Not being Director or in managerial position in any company operating in the same 

business line except for companies in the corporate-group of Japanese or 

Vietnamese party. 

The qualification as set out here is a kind of guarantee for the Vietnamese party who has 

no right to appoint the Director 

 



 ICD NEWS  第32号（2007.9） 169 

Group 3 

5. Term of office 

- 1 year 

- No limitation on re-appointment 

- The appointment of the Director shall be done in the MC Meeting in which the annual 

financial reports are approved; the current Director shall continue his work and 

responsibility as Director until the appointment of new Director or until his 

reappointment 

- Replacement in case of vacancy: If the auditor cannot continue his work for any 

reason or if he is dismissed, the MC shall be convened to appoint a replacement who 

will continue the work until the end of term of the Director that he replaces 

 

6. Dismissal 

The Director shall be dismissed in the following cases: 

- No longer satisfying the qualification set 

- Not acting as Director in 3 consecutive months 

- Written resignation notice 

Automatic dismissal is a kind of guarantee for the Vietnamese Party 

 

7. Remuneration 

The Director shall receive the following compensation: 

- Monthly salary (fixed, decided by the MC) 

- Annual bonus (decided by the MC at the end of Director’s term, based on the results 

and efficiency of the Director’s work) 

- Contingent fee (decided in MC, in form of a certain percentage of annual profit) 

The Director can request to JV to pay (in advance or in form of refund/reimbursement) costs 

incurred during and for the purpose to fulfil his tasks as provided for in the Articles of 

Incorporation and in the related laws and regulations 
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Introduction 

 

The present Report finalizes the discussions to design an appropriate structure of the 

auditing system in the virtual joint-venture. 

 

The virtual joint-venture is to set up in Vietnam, by two parties, a Japanese company and a 

Vietnamese company, each contributes 50% of the capital for the business in camera parts 

production. 

 

According to the current Vietnamese laws and regulations, the joint-venture shall be in form 

of the Limited liability Company of two or more members. As the laws and regulations 

actually give the company a full freedom on this matter, the choice is up totally to the parties 

to the joint-venture. 

 

Thus, the margin of choice is quite huge. In fact, the choices are made based on the 

provisions applied compulsorily to the auditing works of the Joint-stock company with the 

appropriate adjustments to the joint-venture, a small company with simple governing 

structure. Moreover, special attention is made to the harmonization among the governing 

bodies of the joint-venture: the Members’ Council, the Director and the Auditor; and also to 

the effectiveness of the auditing works. 

 

The first part of the Report is edited in form of articles of the finalized Joint-venture 

Agreement and of the Articles of Incorporation dealing with Auditor and auditing system. The 

second part of the Report provides explanations to the choices that have been made and 

converted into articles in the first part 
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[Part 2] 

 

EXPLANATORY NOTES 

(attached to the Final Report Group 4) 

 

I. Basis of choices 

1. Legal basis:  

Vietnamese Enterprise Law 

- No compulsory provision on the auditing work in LLC 

- Reference to Inspection Committee in the JSC and make adjustments necessary for 

the virtual JV (small JV of equal capital contribution between Japanese company and 

Vietnamese company, operating in camera production) 
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Members Council 

Chairman
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or 

General Director 

Inspection Committee 
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Representative 
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Representative 
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elect & dismiss elect & dismiss (Optional) 

Managers 
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2. Factual basis:  

Estimated corporate governance structure of the JV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

There are 3 “mechanisms” of control 

- Auditing works of Auditor 

- Supervision of the Chairman of Members’ Council 

- Compliance System 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN Party (A) JP Party (B) 

Director Inspection Committee

(an Auditor) 

Members

Members Council 

Chairman

Each party has 50% 

voting right

Propose the  

Candidate 

Propose the 

Candidate
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II. Explanation to choices  

(as translated into JV Agreement and Articles of Incorporation in the Final Report) 

 

1. Why the auditor in the JV? 

(i) Why the MC cannot do the supervision on its own?:  

The Members’ Council, representatives of the parties, is not a permanent unit but 

functions on meeting-by-meeting basis, and thus cannot supervise the day-to-day 

activities of the Director; 

(ii) Why don’t the parties use its own expert/employee to investigate the financial 

issue of the JV?  

The foreign party usually has no expert on the local issues (legal and financial 

issues) to take effectively the investigation on the JV’ activities. Moreover, the 

audits/investigations made by each party are on the ad hoc (case-by-case) basis 

and for the interest of each party while, for its safe and stable performance, the JV 

needs a permanent audit and for the interest of the whole JV; 

(iii) Is the auditor too complex for our simple JV?  

Auditor, with its task of performance audit as discussed below, can take also 

contribute to the compliance system inside the JV, so it helps to make the structure 

of the JV easier 

 

2. What are the powers of the auditor 

(i) Performance audit 

Reason: 

- The MC is not a permanent body so it cannot supervise the day-to-day activities of 

the Director and other officers 

- The Japanese member may not be aware of the legal system and regulatory 

requirement of Vietnam 

Details: 

- Auditing the activities of the Director and managers against the duty of care, duty of 

loyalty and current applicable regulations 

- Taking inspection on issues/problems required by a Member 
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- Making auditing reports and submitting the reports to the MC meeting 

(ii) Accounting audit 

Reason 

- The auditing issue in the Company is held totally by the Chief Accountant (without 

any Accounting Advisor nor Accounting Auditor), so it is necessary to have someone 

(statutory auditor for ex) to supervise the accounting procedure  

- The accounting audit should limited to the audit on accounting procedure (including 

procedures to prepare and conclude the financial reports), without auditing the 

content of financial reports because: 

+ The Chief Accountant (a CPA or licensed professional accountant) that the 

company is to employ is already qualified enough to take responsibility of the content 

and substantial questions of the financial reports 

+ The company has already pay for a permanent Chief Accountant, then it would 

cause too much expense for the company to pay for an auditor exclusively on 

accounting matters (in Vietnam, it is difficult to find a person who has expertise in 

both legal and accounting issues, so if the auditor audits the content of financial 

reports, the company has to employ 2 auditors one for performance audit and the 

other for accounting audit) 

Details: 

- Supervising the activities of the Chief Accountant 

- Reviewing the financial report making procedures 

 

3. The election, qualification and dismissal of the auditor 

(i) Number of auditor 

It is better that the company has only one auditor who is in charge of performance 

audit and also accounting audit (limited to procedural audit) to save money for the 

company. Moreover, 2 auditors in a small and simple JV like ours would be 

unnecessary and costly. 

(ii) Who appoints the auditor? 

- It is better that one member (the member who has technology and biz management 

experience) appoint the Director and the other member (local member) appoint the 

auditor. 
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Why it is desirable that the Director should be proposed by Japanese party: 

- The director’ main task is to run the business, to assure the efficiency of the JV > his 

experience and management knowledge and capacity is needed; it is presumed that 

the Japanese party has/know suitable personnel for this position (while Vietnamese 

people may not keen on those issues) 

- The foreign director, if any, can always assisted by one or two Vietnamese assistant 

(in position of Assistant or Vice Director), and by interpreter and also by Vietnamese 

auditor 

- It is fact that Vietnam is now trying to attract as much as possible the foreign 

investment, so a foreign director can have certain advantage than Vietnamese one in 

the relation with the competent authorities in some cases 

Why it is desirable that the Auditor be appointed by Vietnamese party: 

- Because the Vietnamese knows more about the legal system of Vietnam, he/she 

speaks Vietnamese (that would make his/her work easier) 

- Because the Director is estimated to be Japanese/proposed by Japanese party 

(iii) Qualification of the Auditor 

- Qualifications as stipulated in Article 122 EL 

- Graduated from the law school (because the tasks of the auditor dealing a lot with 

legal problems) 

- Having at least 3 year experience in auditing, legal or business sector (with the said 

experience, the auditor is expected to be reliable enough to conduct his work on his 

own with less risk, especially when he is the sole auditor in the JV) 

(iv) Term of office 

- 1 year (so the JV can easily replace the auditor if he/she shows unsatisfactory 

capacity) 

- No limitation on re-appointment 

- The appointment of the auditor shall be done in the MC Meeting in which the annual 

financial reports are approved; the current auditor shall continue his work and 

responsibility as auditor until the appointment of new auditor or until his 

reappointment (to ensure that the term of auditor coincides with the financial year so 

that he can audit annual financial reports) 

- Replacement in case of vacancy: If the auditor cannot continue his work for any 
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reason, the MC shall be convened to appoint a replacement who will continue the 

auditing work until the end of term of the auditor that he replaces 

(v) Dismissal of the Auditor 

Article 127 EL 

 

4. Duties and rights of auditor 

(i) Duty of care and duty of loyalty 

(ii) Duty to make report and explanation thereto in the Meeting of Members’ 

Council 

(iii) Duty to review any documents submitted by the Director to the MC Meeting 

(iv) Duty to pay the company for the damages caused to the company due to 

violation/negligence of the auditor of his obligations and duties; benefits 

gained by the auditor as the result of violation to loyalty duty shall be 

returned to the company 

(v) Upon discovery of the auditor’s violation to his duties and obligations, the 

Director shall ask the auditor to stop the violation and inform the MC for 

their final decision on the concerned violation (a kind of guarantee for the 

JV against any misconduct of the auditor) 

(vi) Reports made by the Director to be submitted to the MC Meeting shall be 

sent to the auditor at the same time and in the same manner as to the 

members of MC 

(vii) Request consultation/report/explanation from the Director and manager 

under his direction 

(viii) Right to access to information necessary for the auditing works 

(including inspection), including books of account and other financial 

documents if necessary; the concerned personnel of JV shall provide in full, 

accurately and on time all information and documents under their 

possession required by the auditor; 

(ix) Ask the Director, Chief Accountant and/or any manager, employee to stop 

violation/misconduct or suspend the related acts and Request the 

convening of the MC Meeting if necessary (ex the Director doesn’t stop the 

violation or serious violation), the MC shall be the one who has the final 

decision on the issue 
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(x) Request assistance from a professional (inside or outside), if necessary, to 

improve the auditing function at the expense of the company (by informing 

the Director of his intention, the Director shall follow the request of the 

auditor) 

(xi) Deliberate on the appointment of auditor as well as his remuneration and 

bonus 

 

5. Remuneration 

The auditor shall receive the following compensation: 

(i) Monthly salary (fixed, decided by the MC) (the auditor is a full-time employee of the 

company) 

(ii) Annually bonus (decided by the MC at the end of auditor’s term, based on the results 

and efficiency of the auditor’s work) (to encourage the auditor) 

The auditor can request to JV to pay (in advance or in form of refund/reimbursement) costs 

incurred during and for the purpose to fulfill his tasks as provided for in the Articles of 

Incorporation and in the related laws and regulations 

 

6. Procedure 

 The reports on business and financial matters prepared by the Director and Chief 

Accountant and submitted to the MC Meeting shall be sent to the auditor at least 30 

days before the convening of the MC Meeting (so that the auditor has enough time to 

audit those important reports of the JV) 

 Reports made by the auditors (evaluation reports and auditing reports) shall be sent 

to the members of the MC at least 5 working-day before the convening of the MC 

Meeting (so that the members have enough time to read them) 
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For your information 

Summary on the Corporate Governance Structure in Japanese Law 

(1) Type of Equivalent Corporation for Vietnamese LLC 

 JSC (Non-Public JSC) 

(2) Number of Directors (Non-Public JSC) 

 1 or more 

(3) Number of Auditors (Non-Public JSC) 

 0 or more 

(4) Class Shares (Non-Public JSC) 

Corporate Code allows joint stock corporations to issue two or more classes of 

shares with different rights and obligations regarding the following matters: 

a: matters for which voting rights are exercised in a shareholders’ meeting 

b: matters which require a resolution of a “shareholders’ meeting of certain class 

shares” in addition to a resolution of a shareholders’ meeting 

c: election of director(s) or statutory auditor(s) by a resolution of a “shareholders’ 

meeting of certain class shares” 

(5) It is possible to stipulate different conditions of voting rights in the Article of incorporation 

(Non-Public JSC).The condition don’t have to be allotted in accordance with the amount 

of investment. 

 

The following action can be taken 

(1) VN partner and JP partner can elect the same number of Director/Auditor 

 

 

 

 

 

 

 

VN Party JP Party 

2 Directors 

1 Auditor 

2 Directors 

1 Auditor 

elect & dismiss elect & dismiss 
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 (2) One partner appoint a director, other partner have right of veto 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) Give casting vote about the specific resolution to one partner 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Dispose of the vote except the specific person. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VN Party JP Party 

Director 

elect right of veto 

Shareholders’ Meeting 

VN Party JP Party 

50% Casting Vote 50%

Shareholders’ Meeting 

VN Party JP Party 

100 voting rights 

Third Party 

100 voting rights 0 voting rights 

Transfer of shares 
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WORKING RULE 

 

TITLE 1. GENERAL PROVISIONS 

 

ART. 1.   -Purpose-  

This Rule shall stipulate working conditions, discipline and other matters pertaining to 

the work of employees. 

Matters which are not stipulated in this Rule and its Annexes shall be governed by the 

Labour Code and collective labour agreement. 

 

ART. 2.   -Applicability- 

This Rule shall apply to all the regular employees. 

Rule for Casual and Part-time employees shall be established otherwise. 

Notwithstanding this Rule shall apply to the casual and part-time employees in case of matters 

which are not stipulated in the Rule for casual and part-time employees. 

 

ART. 3.   -Duties to observe the Rule- 

Both Company and employees shall abide this Rule and other regulations, perform their 

duties, cooperate with each other, and endeavor to develop the performance of the business. 

 

ART. 4.   -Discipline-  

All the employees shall sincerely follow the instructions given by their supervisors, 

perform their duties in cooperation with each other and endeavor to maintain order of the 

workplace. 

Supervisors shall endeavor to guide their subordinates and take initiative in performing 

their duties. 

 

ART. 5.  

All the employees shall observe the following in order to maintain the order of the workplace and 

secure the normal operation of the business: 

a) Not to bring discredit on the Company; 

b) Not to act arbitrary beyond their competence; 

c) Not to disclose secrets of the Company; 

d) Not to abuse their duties to benefit themselves; 

e) Not to abuse their duties to perform unlawful acts such as to unjustly borrow or 

receive money or articles; and 
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f) Not to be employed by any body external to the Company nor to be appointed to the 

officer of other Company, or not to own their business which is disadvantageous to 

the Company or may disturb the order of the Company without permission. 
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TITLE II.  PERSONNEL PROVISIONS 

 

CHAPTER 1. RECRUITMENT 

 

ART. 6.   -Recruitment-  

Employees shall be recruited among applicants through certain procedures for selection. 

 

ART. 7.  

Employees, once recruited, shall submit the following documents within two (2) weeks after 

recruitment: 

a) Personnel data and a guarantee letter; 

b) Claim for commutation and dependants; and 

c) Age certificate for who are below eighteen (18) years of age. 

In case there are changes in the facts appeared in the documents mentioned in a) and b) 

above, employees shall report to the Company as soon as possible. 

 

ART. 8.   -Probationary Employment-  

For those who are newly recruited 30 days probationary employment period from the 

date they start to work shall be applied. 

Employment of probationers shall be terminated when the Company judges them 

disqualified as employees in terms of performance, attitude, efficiency, health etc., or judges 

them insincere for non submission of the necessary documents or false statement in the 

documents. 

Once a probationer is made a regular employee, his/her probationary period shall be 

included in his/her duration of service. 

 

ART. 9.  -Education at Recruitment-  

For those who are newly recruited, the Company shall give them necessary education or 

training for their jobs. 

 

ART. 10. 

At the recruitment, the Company shall clearly present the Rule to employees and shall 

inform them in written form of the ways to determine, calculate and pay compensation, as well 

as of the dates of payroll close and payment. 

 

CHAPTER 2.  PERSONNEL TRANSFER 
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ART. 11.  

The Company may give an employee an order to transfer of duty station or assignment. 

An employee shall report to the new duty station or take new assignment within two (2) 

weeks from the date an order is issued. 
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CHAPTER 3.  LEAVE OF ABSENCE 

 

ART. 12.  

The Company may order an employee to take leave of absence when one of the following 

applies: 

a) Absence due to an injury or a disease not resulting from employment has 

exceeded continuous three (3) months; 

b) Absence ART. due to personal reason has exceeded continuous one (1) month; 

c) An employee is recognized necessary to take leave of absence due to the 

appointment to a public office; 

d) An employee is transferred to a related  Company or organization of the 

Company; and 

e) Other causes recognized analogous to the foregoing. 

 

ART. 13  -Duration of Leave of Absence-  

Duration of Leave of Absence mentioned in the ART. 12 shall be the following: 

a) Six (6) months in case of the Sub-paragraph a) of the ART. 12; 

b) Three (3) months in case of Sub-paragraph b) of the ART. 12; and c) As long as 

necessary in case of the Sub-paragraph c), d), and e) of the ART. 12. 

 

ART. 14.  

An employee may return to the original job when the cause for the leave of 

Absence has diminished during the said Leave of Absence. He/she, however, may be 

assigned to a different job ft it is difficult or inappropriate to return to the original job. 

 

ART. 15.  

Compensation shall not be paid during the Leave of Absence. 

Duration of the Leave of Absence shall not be included in the duration of service 

and the basis for retirement benefit except the case of Sub-paragraph (d) of the ART. 12. 

 

 

TITLE III.  COMPULSORY RETIREMENT AND DISMISSAL 

 

CHAPTER 1. COMPULSORY RETIREMENT 

 

ART. 16.  -Compulsory retirement-  

The Compulsory retirement age shall be sixty(60) years in age, and an employee 
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shall retire on the date when he/she has become sixty (60)  years old. He/she may, 

however, be re-employed as a fixed term part time employee when the Company judges 

it necessary. 

 

 

CHAPTER 2. TERMINATION OF EMPLOYMENT 

 

ART. 17. -Termination of Employment-  

In case on of the following applies, employment of an employee shall be terminated: 

a) When an employee has deceased; 

b) When fixed term employment contract has expired; and 

c) When request for voluntary resignation has bee approved by the Company or 

when employee takes the procedures provided by section 37 of the Labour Code. 

 

CHAPTER 3. DISSMISSAL 

 

ART. 18.  -Dismissal-  

An employee may be dismissed when one of the following applies: 

a) When an employee is judged unable to perform his/her duties due to physical or 

mental disorder; 

b) When a probationer mentioned in the ART. 8 is judged inappropriate to be a 

regular employee; 

c) When the cause for Leave of Absence does not disappear on the date the Duration 

of Leave of Absence mentioned in ART. 13 has expired; 

d) When an employee is made redundant due o reduction of business operation, 

change in production facilities etc.; and 

e) When there are unavoidable reasons analogous to the foregoing. 

 

ART. 19.  -Advance Notice for Dismissal-   

When the Company dismissed an employee, the Company shall take the 

procedures provided by Section 38 of Labour Code. 

 

ART. 20.  -Restriction for Dismissal-  

An employee shall not be dismissed during the leave of absence necessary for the 

treatment of injury or disease arising out of duty and thirty (30) days afterward, or 

during maternity leave of before and after delivery mentioned in the First and Second 

Paragraphs of ART. 30 and thirty (30) days afterward. 
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TITLE IV. SERVICE 

 

CHAPTER 1. WORKING HOURS AND RECESS 

 

ART. 21.  -Working Hours and Recess-  

Working hours shall be eight (8) hours excluding recess time. 

 

ART. 22.  

The hours at which work begins and end and recess time are as follows: 

Beginning hour: eight (8) o’clock a.m.; 

Ending hour: five (5) o’clock p.m.; and 

Recess time: between noon and one (1) o’clock p.m. 

Business operation may necessitate to change the time mentioned in the 

foregoing paragraph. In this case, working hours shall not exceed eight (8) hours, and 

may take as follows 

 

-REFERENCE: Sample of Shift Work System- 

 

ART. A. The hours at which work begins and ends, recess time, and rotation of shifts are 

as follows: 

 
3 shift 
system 

Continuous 
3 shift 
system 

First shift 07:30 16:15 11:30-12:15 
(45 
minutes) 
or 
12:15-13:00 
(45 
minutes) 

First, 
second and 
third 
shifts are 
rotated 
every 
week 
 Second 

shift 
14:00 22:45 17:15-18:00 

(45 
minutes) 
or 
18:00-18:45 
(45 
minutes) 

Third shift 22:45 07:30 00:45-01:30 
(45 
minutes) 
01:30-02:15 
(45 
minutes) 
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ART. 23:  -Computation of Working Hours-  

In case it is difficult to compute the hours worked due to a trip on business or 

other analogous reasons for which an employee has to work outside his/her workplace, 

the employee may be considered he/she has worked the regular working hours 

stipulated in the ART. 21. Nevertheless, it does not apply in case a supervisor of the 

employee judges otherwise. 

 

ART. 24:  -Free Use of Recess Time-  

An employee may use a recess time at his/her own disposal. In case, however, 

employees hold an assembly at the place other than a resting room, they shall obtain a 

permission from the Company in advance. 

 

CHAPTER 2. HOLIDAYS 

 

ART. 25:  -Holiday- Holidays shall as follows- 

a- Saturday and Sunday; 

b- National public holiday; and 

In case holidays mentioned in sub-paragraph (b) of the first paragraph of this 

ART. coincide with Saturday and Sunday, next days shall be holidays. 

 

ART. 26: 

Notwithstanding the foregoing ART., the Company may designate in advance 

other days as holidays instead of the original holidays for the operation of the business. 
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CHAPTER 3: OVERTIME AND WORK ON HOLIDAYS 

 

ART. 27: -Overtime and Work on Holidays- 

 The employees may have to work beyond regular working hours stipulated in 

the ART. 22 or may have to work on holiday stipulated in the ART. 26 for the operation 

of business. 

 

ART. 28: -Restriction for the Minor and Women- 

 The Company shall not order overtime to the minor employees of less than 

eighteen (18) years old. In case of women, despite the provision of the second paragraph 

of the ART. 28, female employees may be ordered to work overtime maximum two(2) 

hours in one(1) day, six(6) hours for one(1) week (in case women employees engage 

preparation of balance sheet when accounts are settled, twelve(12) hours for one(1) 

week) and one hundred fifty(150) hours for one(1) year, and shall not be order to work 

on holidays. 

 

 

CHAPTER 4:  LEAVE 

 

ART. 29: -Annual Leave- 

 For employees who have worked more than eighty(80) percent of regular 

working days in one(1) year, the Company shall give annual leave listed in the following 

table for the next one year taking into consideration the length of service: 

 

Annual Leave (days) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Length of Service 
(year) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  
and more

 

 The Company shall, in the effort to encourage employees to consume annual 

leave, hear each employee his/her schedule on annual leave at the end of December, 

March, June and September. 

 An employee who wishes to take annual leave shall report to the Company in 

advance by following a certain procedure. The Company, however, may order the 

employees his/her designated date for annual leave in case the Company judges 

allowing annual leave as demanded disturbs the normal operation of the business. 

 In case an employee has not consume all or part of annual leave in a certain 

year, unconsumed days of annual leave may be carried over to the following year only. 
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ART. 30: -Maternity Leave- 

 A women employee may be given totally four(04) months prenatal and post 

natal leave. 

 A women employee who cares a child of less than one(1) year of age may be 

given child care time twice a day and thirty(30) minutes each during working hour in 

addition to the rest time. 

 The Company may, upon request, give menstruation leave to the women 

employees who have extreme difficulty to work during menstruation period or who 

engage in hazardous work for menstruation. 

 

ART. 31: -Exercise of Civil Rights- 

 In case it is necessary for an employee to exercise rights of citizen such as a 

right to vote etc., the Company may give, upon request, necessary time to exercise such 

rights. 

 

ART. 32: -Special Leave- 

 The Company may give special leave when employees request it for one of the 

following reasons: 

 a- Marriage of an employee     03 days 

 b- Delivery of spouse      01 days 

 c- Death of parent, spouse or child    03 days 

 

 

CHAPTER 5: TIME MANAGEMENT 

 

ART. 33: -Procedure for Reporting and leaving- 

 An employee shall observe beginning and ending hours of the Company and 

he/she shall record reporting time and leaving time on his/her own time card at the 

assigned place. 

 In case an employee delays to report for unavoidable reason, he/she shall obtain 

prior permission from his/her supervisor. If it is unable to obtain prior permission, an 

employee shall obtain an ex post facto approval without delay. 

 

ART. 34: -Absence- 

 In case an employee wants to be absent himself/herself from duties for diseases 

or other unavoidable reasons, he/she shall report to his/her supervisor. 

 In case the absence for disease becomes more than seven(7) days, the employee 
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shall submit a medical certificate. 

 

ART. 35: -Leaving Early or Going out- 

 In case an employee wishes to leave early or going out during hour, he/she shall 

obtain permission from his/her supervisor. 

 

 

TITLE V. COMPENSATION 

 

CHAPTER 1. TYPES OF COMPENSATION AND CONDITIONS FOR PAYMENT 
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ART. 36: -Composition of compensation- 

 
 Composition of compensation shall be following 
 

Compensation 
  

Basic Allowance  
       

          
    

Allowances
    

Lunch Allowance 
        
          

Trip Allowance 
          
          

Managerial Allowance 
          
               
    

Premium 
    

Overtime Premium 
        
          

Holiday Work Premium 
          
          

Midnight Work Premium
          
 

ART. 37: -Basic Allowance- 

 Basic allowance shall be decided taking into consideration age, skill, experience, 

education career etc. of an employee. 

 

ART. 38: -Managerial Allowance- 

 Managerial allowance shall be paid in accordance with the following: 

 a- General Manager    5,000,000.00 Dong 

 b- Manager     3,000,000.00 Dong 

 c- Chief      1,000,000.00 Dong 

 

ART. 39: -Premium- 

 In case an employee is made work beyond regular working hours stipulated in 

the ART. 22 or made work on the holidays stipulated in the ART. 26 or  in midnight, 

he/she is entitle to the premium computed in the formula listed in the following tables: 

 

In case of monthly salary: 

 

Premium Formula 
Overtime Premium (Monthly Salary + Managerial Allowance) ÷ Monthly Regular 

Working Hours x 1.50 x Overtime Hours 
Holiday Premium (Monthly Salary + Managerial Allowance) ÷ Monthly Regular 

Working Hours x 2.00 x Holiday Working Hours 
Midnight Premium (Monthly Salary + Managerial Allowance) ÷ Monthly Regular 

Working Hours x 1.30 x Midnight Working Hours 
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ART. 40: -Computation of Compensation- 

 Compensation during the annual leave stipulated in the ART. 29 shall be same 

as normal compensation which is paid for regular working hours. 

 For the hours of absence, delay for reporting, leaving early and going out for 

private purposes, the amount to be calculated by multiplying the basic allowance per 

hour and total number of hours spent for absence, delay for reporting, leaving early and 

going out for private purpose shall be deducted. 

 In calculating the hours mentioned in the foregoing paragraph, fraction of less 

than thirty(30) minutes in the total number of hours shall not be counted. 

 

 

CHAPTER 2.  CLOSING DAY FOR PAYROLL PEIRIOD AND PAY DAY 

 

ART. 41:  -Payroll Period and Pay Day- 

The closing day for compensation shall be twentieth(20th) and shall be paid on 

the 1st  day of the next month. In case the pay day coincides with a holiday, the 

compensation shall be paid one(1) day earlier. 

 

CHAPTER 3. WAY  OF  THE  PAYMENT  OF  COMPENSATION 

 

ART. 42: 

Compensation shall be paid directly to employees in full and in cash.  However, the following 

shall be deducted from the compensation: 

a) Income tax 

b) Premium for Health Insurance(1% of monthly salary of employee) 

c) Premium for Social Insurance(5% of monthly salary of employee) 

d) Other deductible expenses agreed upon in the written agreement between the 

Company and the representatives of the employees. 

 

 

CHAPTER 4.  INCREASE  OF  COMPENSATION 

 

ART. 43: -Increase of Compensation- 

Increase of Compensation shall be made with regard to the basic allowance once 

in a year. 

The amount of increase shall be decided taking into consideration the 

performance of employees and evaluation of merit. 
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CHAPTER 5.  BONUS 

 

ART. 44: -Bonus- 

Bonus shall be paid to the employees who are in principle in employment on 1 

June and 1 December and have served more than six (6) months continuously until 

these dates on the twentieth of June and December taking into consideration the 

performance of the Company. However, the date of payment may be changed or the 

bonus may not be paid for unavoidable causes such as extreme deterioration of the 

performance of the Company etc. 

Amount of the Bonus shall be decided individually for each employee taking into 

consideration his/her performance in the last six (6) months. 

 

 

TITLE VI.   SAFETY AND  HEALTH 

 

ART. 45: -Periodical Examination- 

The Company shall implement medical examination at initial employment and 

regularly every year afterward. 

In addition to the foregoing medical examination, the Company shall implement 

extra examination with special examination items for the employees who engage in 

hazardous work stipulated in the laws and regulations. 

The medical examination stipulated in the foregoing two Paragraphs shall be 

done by the medical doctor designated by the Company. An employee who does not hope 

to be examined by the said medical doctor may be examined by another doctor. In this 

case, however, the employee shall submit a medical examination certificate to the 

Company without delay. 

 

ART. 46: -Responsibility of the Company for the Expenses- 

The medical examination mentioned in the foregoing ART. shall be implemented 

during the working hours with full pay, and the expenses for the examination shall be 

paid by the Company. Notwithstanding, it does not apply in case an employee chooses a 

different medical doctor from the medical doctor the Company designates. 

 

ART. 47: 

If the result of the medical examination necessitates, the Company may order to the 

employees to refrain from working for a certain period, to shorten working hours, to 

transfer workplace or to take other necessary measures for the maintenance of their health. 
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ART. 48:  -Safety and Health Training- 

The Company shall provide employees with necessary Safety and Health 

Training for their jobs when they are newly employed or given new jobs due to transfer. 

 

TITLE VII.  COMPENSATION  FOR  ACCIDENTS 

 

ART. 49: -Compensation for Accidents- 

In case an employee has suffered from injuries, diseases, or death out of employment, the Company 

shall provide following compensation in accordance with the laws and legislations related to 

compensation: 

a) Medical compensation; 

b) Compensation for temporary Company disability; 

c) Compensation for a physical handicap; and 

d) Death compensation. 

 

TITLE VIII. HONOUR  AND  SANCTION 

 

ART. 50: -Honour- 

The Company shall honour an employee when he/she falls one of the following: 

a) Contribution to the development of the business, or invention or discovery 

which is beneficial to the operation of the Company; 

b) Excellent personality and skills to be a model of the others; 

c) Distinguished social services which raise the reputation and credibility of the 

Company; 

d) Prevention of accident or calamity, or distinguished services at accident or 

calamity; 

e) Long and honest service; and  

f) Other virtuous or meritorious deeds analogous to the foregoing 

sub-paragraphs. 

 

ART. 51: 

Honor shall be given by awarding a certificate and a reward or a prize. 

 

ART. 52: -Disciplinary Punishment- 

Kinds and degree of Disciplinary Punishment shall be as follows: 

a) Reprimand : Submission of a letter of apology and remonstration on future; 

b) Reduction of pay: Submission of a letter of apology and reduction of pay by 
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half of average compensation per one punishment. However, total reduction 

shall not exceed ten(10) percent of the total compensation; 

c) Suspension : Submission of a letter of apology and suspension of work for 

maximum seven(7) days during that period compensation shall not be paid; 

d)  Demotion : Submission of a letter of apology and deprivation of status in the 

Company or placement to a lower rank; 

e)  Dismissal on suggestion : Submission of a letter of resignation by suggestion 

and dismissal in case of refusal; and 

f) Disciplinary dismissal : Immediate dismissal with approval of the Director. 

 

ART. 53:  -Suspension or Demotion- 

In case an employee has committed one of the following, he/she shall be subject to the Suspension 

or Demotion. However, said sanctions may be mitigated to the Reprimand or Reduction of Pay by 

taking circumstances such as remarkable repentance, excellent performance in the past etc. into 

consideration: 

a) Disobedience of the order in connection with work without just cause; 

b) Negligence neglecting own duties; 

c) Selfish deeds which disturb order of the workplace such as frequent absence 

without permission, delay, leaving early, going out etc; 

d) Arbitrary deeds beyond own competence or its abuse ; 

e) Deeds which disturb order of the workplace such as quarrels etc; 

f) Insufficiency of supervision which has caused a damage to the Company by 

subordinates; and 

g) Other misconducts analogous to the foregoing 

 

ART. 54: -Dismissal on Suggestion or Disciplinary Dismissal- 

In case an employee has committed one of the following, he/she shall be subject to the Dismissal 

on Suggestion or Disciplinary Dismissal. However, said sanctions may be mitigated to those 

stipulated in the foregoing ART. by taking circumstances such as remarkable repentance, excellent 

performance in the past etc. into consideration 

a) employee who commits acts of  theft, embezzlement, disclosure of 

technological and business secrets, or other acts causing severe loss to the 

property and interests of the Company 

b) employee transferred to another job as a disciplinary measure who again 

commits the same breach of labor discipline when the disciplinary measure is 

still in effect 

c) employee who has been absent for a total of seven days per month or 20 days 
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per year without legitimate reasons 

 

ART. 55: -Committee on Sanction- 

In case the Company intends to implement the sanctions stipulated in the foregoing ART., the 

Company shall hear the opinion of the Committee on Sanction. 

The Committee on Sanction shall be composed of four(4) members namely two(2) 

members of managerial employees of the Company and two members who have been 

recommended by labor union. 

The chairman of the Committee on Sanction shall be elected among the 

members. 

 

ADDITIONAL  CLAUSE 

This Working Rule shall be effective from (date). 
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< MODEL LABOUR CONTRACT > 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence-  Freedom- Happiness 

-  -  -  

Name of  enterpr ises :   C L IMITED LIABILITY COMPANY 

No      

 

Labour  cont rac t  

 

We are ,  one par ty  is  Mr /Mrs :   Mr .  TATA  

Nat ional i ty :      Japanese 

 

Job t i t le :      D i rec tor  

Te l :  

Address:  … … … … … … … … … … ..  Da Nang,  V iet  Nam. 

 

And other  par ty  is  Mr /Mrs :   Ms Mai  

Nat ional i ty :     V ie tnamese 

Bi r th  date:   01  Jan  1980 

Occupat ion:  BA,  Hanoi ,  Law Univers i ty 

ID,  granted :011 929 777 ,  g ranted 01 Jan 1999 

 

Conc lude Labour  Cont rac t  wi th  fo l lowing prov is ions: 

 

Ar t ic le  1 :  length o f  cont rac t  te rm 

 And job descr ip t ion 

 

-  Type o f  labour  cont rac t :    01  Year  Cont rac t  (F ixed term)  

 

From:  01 Apr i l  2007  to  31 March 2008 

-  Probat ion per iod:  30 day,  80% salary   
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From  01 Apr i l  2007 to  30 Apr i l  2007 

-  Work  p lace:  Da Nang Indust r ia l  Zone,  Da Nang,  V iet  Nam 

-  Job t i t le :   Legal  Consul tant  

-  Job descr ip t ion 

  

  

  

 

Ar t ic le  2 :  Mode of  work  

Hours  of  work  :   08  hours  

    From:  08:00 -12:00 and 13:00 –  17:00 

  

Work  equipment  prov ided 

 

Ar t ic le  3 :  Obl igat ions and r igh ts  o f  employee 

 

1 .  Rights  

 

Veh ic les :    01 motor  b ike 

Wage:    3 ,000,000.00 vnd 

Mode of  payment :  month ly  

A l lowance:    Lunch t icket  a l lowance,  and t r ip  a l lowance 

Wage paid  on (1s tday)  month ly  

Bonus:     01  month  sa lary  

Mode of  wage rev iew:  annual  rev iew 

Annual  leave and ho l idays:   12  days/year ,  Saturday,  Sunday,  and 09 

nat iona l  ho l idays 

Work  safety :  necessary  mater ia l  concerned wi th  work   

Soc ia l  insurance and hea l th  insurance 

Tra in ing 

Other  agreement  
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2.  Obl igat ions 

-  To comple te  ac t iv i t ies  conc luded in  labour  contrac t 

-  To comply  to  work ing ru les 

-  To compensate damages ( i f  any) 

 

Ar t ic le  4 :  R ights  and obl igat ions o f  employer 

 

1 .  Obl igat ions : 

 

-  To comply  to  labour  cont ract 

-  To pay in  t ime 

 

2 .  Rights 

-  To d i rect  employee 

-  To suspense,  te rminate  labour  contrac t  in  accordance to  co l lec t ive  

labour  agreement ,  work ing ru les ,  and o ther  prov is ions 

 

Ar t ic le  5  Ef fec t iveness 

-  Issues which are not  ment ioned in  th is  labour  cont rac t  w i l l  be  under  the 

cont ro l  o f  co l lec t ive  labour  agreement  or  regulat ion o f  labour  law ( i f  

co l lec t ive labour  agreement  has not  ex is ted) 

 

 - The cont rac t  is  made in  two copies  equa l ly  va l id ,  each 

par ty  keep ing one copy and come in to fo rce f rom… 

 

Done in… 

 

Employee (s igned) 

 

Employer  (s inged) 
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INTERNATIONAL SEMINAR ON CIVIL AND COMMERCIAL LAW – CORPORATE GOVERNANCE 

January 29th 2007 – March 10th 2007 

グループ６ ファイナル・レポート 

 

 

Compliance system 
 

Final Report, March 7, 2007 
 

Prepared by Group 6: 
Ms. Tith Makthou (Cambodia) 

Mr. Sysavong Vithasay(Laos) 
Ms Thida San (Myanmar) 
Ms. Kanako Osawa (Japan) 

 Ms. Nguyen Chi Lan (Vietnam) 

 

ⅠCompliance system provided law  

1  Backgrounds of “Compliance” - Necessity of Compliance  

Recently, it comes to appear that some major corporations conducted illegal 

activities, or improper activities (e.g. Enron, WorldCom in the United States); and such 

scandals cause stockholders, customers, consumers and other stakeholders to distrust 

corporations’ activities. In order to recover the confidence of said stakeholders, 

corporations are required to establish some systems inside the corporations to comply with 

law or other social responsibilities.  

2  Source of Law regarding “Compliance” under our current laws 

(1) Vietnamese Law 

Although Article 46 of Law on Enterprise (“the Law”) provides organizational and 

management structure of companies, that provision only provides the operational 

structure of the LLC, other than that provision, the Law doesn’t require companies to 

establish self-control systems inside the company.     

(2) Other Countries’ Law regarding “Compliance”   

Laws of other participants’ countries, other than Japan, don’t require the general 

principle of “compliance” in the meaning stated above 1; however, certain business such 

as credit institutions, pharmaceutical companies    

Art. 362.6 of Company Code of Japan requires companies to establish a system to 

ensure directors’ activities complying with laws, regulations and articles of 

incorporation and other required systems prescribed in the regulation (“the Regulation”) 
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provided by the Ministry of Justice to ensure a company’s operation being proper. 

 Based on the article above, Article 100 of the Regulation requires the following 

system to companies 

a. System of records and control of information regarding directors’ activities 

b. System that includes a regulation regarding the risk management control 

c. System to ensure directors’ activities being performed effectively.  

d. System to ensure employees’ activities complying with laws, regulations and 

articles of incorporation.  

e. System to ensure activities of an enterprise group composed by a company, 

its parent and its subsidiary company being proper.   

 

Ⅱ Charter of our LLC’s behavior  

 1 Purpose of this Charter 

   Now, it would be a common understanding that companies exists not only economic 

vehicles to pursue profits but also social entities. Based on that understanding, to establish 

the charter of the LLC is well consideration, which provides how a company should behave 

in the society, in principle. This is a kind of announcements or declarations to the public by 

the LLC.         

 2 Charter of the LLC 

(1) (Relationship with customers)  

The LLC shall produce its products in a sale and responsible manner and shall establish 

regulations in order to protect personal data and customer related information.    

(2) (Fair Competition among competitors) 

 The LLC shall promote fair, transparent, free competition. 

(3) (Relationship against governmental agency) 

 The LLC shall also ensure that their relationships and contacts with government agencies 

and political bodies are in proper manner. Member shall reject all contacts with organizations 

involved in activities in violation of the law or accepted standard of responsible behavior.  

(4) (Social Responsibility)  

The LLC shall engage in communication not only with members but also with society at 

large.  

(5) (Labor) 

 The LLC shall strive to respect diversity, individuality and differences of their employees, 

to promote safe and comfortable work place, and to ensure the mental and physical 

well-being of its employees.     

(6) (Environment) 

 The LLC shall recognize that a positive involvement in environmental issues is a priority 
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for all humanity and is an essential part of their activities and the LLC shall approach these 

issues more proactively. 

(7) (Worldwide coordination) 

The LLC shall observe laws and regulations applying to their overseas activities and 

respect the culture and customs of other nations and strive to manage their overseas 

activities in such a way as to promote and contribute to the development of local 

communities.   

(8) (Implementation of this Charter)  

The members of the LLC shall assume the responsibility for implementing this charter 

and for taking all necessary action. 

(9) (Risk Management) 

In the case of incidents contrary to the principles of this charter, management of the LLC 

must investigate the cause for the incident, develop reforms and make information 

publicly available regarding their activities. After the prompt public disclosure of 

information regarding the incident, responsibility for the event and its effect should be 

clarified and disciplinary action should be taken.   

 

Ⅲ Compliance System in the LLC 

 In order to implement the charter of our LLC, the LLC shall design the compliance 

system. But before establishing such system, we have to understand compliance system 

varies, depending on the line of the business, scale of the company and so on, therefore, in 

order to establish effective compliance system, a company has to analyzes its typical routine 

of the operation and then, may figure out possible problems and establish the suitable 

compliance system in the company.  

Under our assumption, the LLC produces camera parts through a factory located on 

Vietnam so the main concern for such LLC would be labor problems and quality of products; 

therefore, we focus on these two problems.  

In addition to the two committees, Risk management committee should be 

established, since the company might face serious problems such as product liability issues, 

water pollution problems and strikes by its labor union; then, in that case, the committee 

would be in charge of such problem and deal them effectively (See Attachment).       

1 Chart of the compliance system in the LLC 

(1) Internal regulation to be set up by Members’ council  

a. Since these internal control systems are important elements for the LLC, they are 

to be established by the Members’ council 

b. Preferable regulations for the LLC 

① Factory operation 
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i. Regulation regarding quality control 

ii. Regulation regarding treatments of industrial waste 

② Labor 

i. Regulation regarding employee’s safety   

③ General Administrative matters 

i. Regulation regarding power and responsibilities of managements (i.g. 

responsibility of chief manager, deputy manager, and/ or chief)   

ii. Regulation regarding customers’ confidential information 

(2) Internal Checking System (See attachment)   

a. Labor environmental Committee 

b. Quality Control Committee 

c. Risk Management Committee 

d. Inspector Auditor 

e. Hotline system 

(3) Function of each system 

a. Labor environmental Committee 

① Purpose of the committee 

The committee copes with any problems regarding the labor- discrimination, 

payment, safety and so on.  

② Qualification of Chairman & other members 

Chairman should be appointed by the members’ council, in view of 

monitoring the directors’ activities.  

③ Power and responsibility of the committee   

The committee has the right to receive the report stipulated in the 

regulation of safety.  

The committee is responsible to make a report to members’ council 

regarding the result of the committee directly.    

b. Quality Control Committee  

① Purpose of the committee 

The committee copes with any problems regarding the products problems, 

defective products etc.  

② Qualification of chairman & other members 

As already discussed above, Chairman should be appointed by the 

members’ council, in view of monitoring the directors’ activities and 

members should be familiar with the products in the factory, at least to 

some extent. 

③ Power of the committee  
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The committee has the right to receive the report stipulated in the internal 

regulations regarding the products. 

The committee is responsible to make a report to members’ council 

regarding the result of the committee directly.    

c. Risk Management Committee 

① Purpose of the committee 

The committee copes with any problems in case where serious problems 

such as product liability problems, pollution problems, or factory’s damages 

suffered by natural disaster actually occured.  

② Qualification of chairman & other members 

As already discussed above, chairman should be appointed by the 

members’ council, in view of monitoring the directors’ activities and 

members should be familiar with the products in the factory, at least to 

some extent. 

③ Power of the committee  

Once the serious problems occur, the committee control everything in this 

problem- announcement to the public, investigation inside the LLC, and 

negotiation to the governmental agency.  

d. Inspector    

① Role and Function Of Inspector 

An inspector is appointed by Members’ Council and its role is to monitor 

the committees’ activities, attending the committees. Since committees are 

supervised by the director, the inspector should be an independent body in 

the LLC, especially free from the influence of a director.  

In order to appoint suitable inspector, following elements would be 

considered. 

 

 Advantage Disadvantage 
Outsider Can expect to be 

objective  
- Trade secret or other 

confidential information is 
to be disclosed 

- Might not be familiar with 
the  operation of the LLC 

Internal 
Employee 

- Can keep trade 
secrets   
-  familiar with the 
operation of the LLC 

- Possibly influenced by a 
director 

- Self reluctance to dissolve 
problems when he/ she 
takes his/ her promotion 
seriously  
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② Other qualifications of an inspector  

Although the Law doesn’t require any qualification to this inspector, at 

least these qualifications below would be necessary. 

i 21 years old or more 

ii Not a director 

iii Not a relatives to the council members, a director, or other 

managers in the LLC, 

iv Not related to the management  

e. Hot line- the last resort 

The committees might not work well especially when a director or other highest 

management do the problematic conducts; therefore, as a last resort, the LLC set 

up Hotline for everyone inside the company. The line is directly connected to an 

inspector and inspector is responsible for receiving the line. If the problem 

would be suitable to discuss in other committees, an inspector can transfer the 

problem in labor or quality control committee and if an inspector consider that 

the problem should be treated by the inspector itself, then, the inspector review 

it. Then, the  inspector will report the problems to members’ council directly, if 

the problem would be true and serious.   

 

2. How to set up the system under the Law  

   Article 22. 16 provides “Other matters as agreed by the members but may not be 

consistent with provisions of the law”; therefore, the LLC may incorporate these committee 

system into the Charter documents.    

 

3 Cost of Compliance 

   It would be preferable for the LLC to set up the compliance system discussed above; 

however, it takes costs. So the LLC has to consider, as an important element, the cost of the 

compliance when setting up the system.  
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国際民商事法研修を終えて 

 

 

梶谷綜合法律事務所 

 弁護士 大澤 加奈子 

 

１ はじめに 

私は，国際民商事法研修の国内研修員の一人として，平成１７年２月５日から同年３月

９日まで，参加をさせていただきました。 

今回のテーマは合弁契約でしたので，今後の実際の業務にも関係するかもしれないと思っ

たこと，また，実際の業務とは関係なくとも，この機会に東南アジア各国の会社法を知って

みるのも面白いと思ったからです。実際，米国ロースクールでの留学時には，台湾や中国の

留学生と各国の法律について互いに説明をしあい，非常に楽しかった記憶がありました。 

 

２ 研修開始直前 

研修開始前に，法務総合研究所国際協力事務部門の担当の方から，海外研修員の方々の

お名前・肩書を頂いており，私は，各国政府職員の方々といろいろな話ができて面白そう

だとのんきに構えていました。 

ところが，研修が始まる 10 日ほど前に，本研修ご担当の田中教官から，事前のレポー

ト提出をしない代わりに，合弁契約の簡単な講義をしてほしい，今回の海外研修員は合弁

契約をみたことがないと思いますとのメールを頂きました。これには正直，驚きました。

研修のテーマが合弁契約であるにもかかわらず，海外研修員の方々が契約を見たことがな

いとは思っていなかったからです。 

ともあれ，一般的な英文の合弁契約を作りながら，細かな条項の説明は別として，合弁

契約というものがどんなものかまず大まかなイメージをもってもらわなくてはならない

のだろう，だとするとあまり複雑な内容では困るが，今後（できれば）役に立つようなも

のを配布したいし，それに基づいて議論もしたい，と研修開始の直前になってあれこれ考

え始めることになり，のんきな気分はいっぺんに吹き飛ぶことになりました。 

 

３ 研修開始 

研修は，午前中に合弁契約の一つの論点（設立，資金調達，労働問題等）に関する講師

の方々の講義，午後には当該テーマに関する各国別のレポート発表，及び当該テーマに係

るワークショップ，最後に個別のテーマごとにファイナル・レポートを作成するという流

れで進みました。 

(1) 各国の発表 

私は，業務上，日本企業側で海外への投資案件に関与したことはあっても，海外から

日本向けの投資案件に関与したことはありませんでした。その意味で，海外研修員の方々
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による，海外からの投資規制や，海外への資金流出に係る規制，あるいは各国の経済特

区の状況説明等，投資を受け入れる側からの観点で考えたことはなかったので，論点と

しては面白いものでした。 

しかし，各国いずれも条文の引用がやたらに多いという印象で，政府関係者の方が多

いことから実務を話すのは難しいとしても，もうちょっと条文の解釈論等書いてくれた

ら面白いのになぁと思いながら聞いていました。 

ちょうどそんなことを考えているときに，たまたま，ベトナム人の研修生と昼食を食

べながら，合弁契約の定款に記載する内容の話になり，法律に書いてある以上のことも，

以下のことも書けないという非常にあっさりした返事が返ってきました。任意規定だろ

うから，法律上要求されることはもちろん書いて，あとは当事者が合意することを書い

ていけばいいのじゃないのと言ったところ，条文にないことを書くのか，と非常に困っ

た顔をされたのがとても印象的でした。 

その後，田中教官から，各国とも差異はあるものの，社会主義国家としての性格を有

している（あるいは有していた）ことから，条文に解釈というものは許されない時代が

あった，条文にはすべてのことが書いてあり，逆に書いていないことはできないという

考え方がまだまだ根強いのですよ，任意規定と強行規定という考え方も理解しづらいで

しょうね，という背景事情を教えていただく機会がありました。私達国内研修員には完

全に欠落している感覚であり，新鮮な驚きでした。確かにそういった考え方からすると，

各国の国別発表は，条文以上でも条文以下にもなることはできず，結局条文の羅列に近

くならざるを得ないのかと多少，納得したのでした。 

そういった背景事情の違いはあるにしても，合弁契約の設立における規制，外国人の

投資規制，合弁企業の組織法的制約等，一通り理解できる国別発表が続いたのですが，

国別発表の最後の論点であったコンプライアンスについては海外研修員の理解がまちま

ちで，この部分のファイナル・レポート担当は困ったことになるぞと心配していたとこ

ろ，私がコンプライアンスチームのワークショップも担当することになり，以下のとお

り，まず，コンプライアンスとはなにか，という基本的な定義を共有するまでに，ひど

く時間が掛かることになりました。 

(2) ファイナル・レポート作成 

各国数人ずつ，いくつかのグループに分かれて割り当てられた論点を議論し，レポー

トを作成していくという作業ですが，今まで全体ではあまり発言をしてくださらなかっ

た海外研修員の方も，この点は我が国ではこうなっていると説明をしてくれたり，ベト

ナムとラオスでベトナム語で論争が始まったり（ラオスからベトナムに留学している人

も多く，ベトナム語ができるとのことでした。）と，全体の研修では得られない経験をす

ることができました。 

私は合弁企業の設立の部分とコンプライアンスの部分を担当したのですが，前述のと

おりコンプライアンスのレポートには非常に時間が掛かることになってしまいました。

そもそも，法律は遵守するのが当たり前であって，そんなことをなぜ取り立てて議論し



 ICD NEWS  第32号（2007.9） 217 

なければならないのかわからないと繰り返して言われてしまうため，コンプライアンス

とはなにか，という出発点からなかなか進まなかったのです。 

また，そんなにコンプライアンスというなら，日本の会社法はコンプライアンスをど

のように規定しているのだとも聞かれ，会社法は改正されたばかりで正確な英語版はな

いので，とりあえず該当部分を訳し,それを見て考えてもらいましたが，日本の会社法の

英語訳があれば話はずっと早かったのにと痛切に感じました。 

 

４ 研修外での各国の研修生との親睦 

私は，業務の都合等もあり，週末は必ず東京に帰るというスケジュールで参加させてい

ただいたため，外国の研修生と夜，外で食事あるいはお酒を飲みに行く，ということは全

くといっていいほどできず，後でとても後悔しました。他の日本の国内研修生は，海外研

修生の間で偏りがないよう配慮しながら，なるべく平等に誘ったと聞きました。 

ただ，東京研修の期間中には，週末に浅草観光・皇居散策・秋葉原観光等楽しい一日を

過ごしました。事前に海外研修生に東京でどこに行きたいかとアンケートを採った際には，

ほぼ異口同音に「秋葉原！」と答えが返ってきました。秋葉原の威力をこれほど実感した

のは初めてです。 

また，研修最後の夜には，カラオケルームを借りて，夜半過ぎまで歌い，踊り，騒ぎ，

と本当に楽しい時間を過ごすことができました。 

 

５ 最後に 

最初に書きましたとおり，個人的には，この研修に参加することにより，東南アジア各

国の会社法がどのような仕組みなのかをその国の人から聞いて議論ができたらいいなぁと

いう漠然とした期待を持っていました。 

実際に始まってみると，国によって，会社法の発達の度合いにも差異があり，また，来

日している海外研修生の方々の各国における業務内容が必ずしも合弁企業に関連する方ば

かりというわけでもなく，まんべんなく話ができるわけではありませんでした。しかし，

例えば，ベトナムの研修生からはベトナムの会社法の英語版等の資料をデータで送付して

もらい，研修中に一通り目を通すことができました。また，ベトナム人の研修生はベトナ

ム会社法の改正作業に加わった方もおり，他方，日本の国内研修生には会社法改正作業に

従事されておられた方もいましたので，互いの国の会社法全体を見渡した話をすることも

でき，非常に有意義でした。 

また，そのような細かな議論までには至らずとも，振り返って約１か月，各国の海外研

修生と同じ場所で寝起きをして，食事をし，話をしていくにつれ，各国の研修生の方々の

考え方を，合弁契約というキーワードを通して肌で感じる機会を得られました。これは本

当に得難い経験であったと思います。 

このような機会を与えてくださった法務総合研究所国際協力部のスタッフの方々に感謝

しつつ，本レポートを終えたいと思います。ありがとうございました。 
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To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

ベトナムのセ・オム（バイクタクシー） 
 

セ・オム，直訳すると「抱きつき車」。ベトナムを紹介する雑誌にはたいがい注意する

ように，と書かれています。正直，私自身，セ・オムにはまだ乗ったことがありません。

というより，怪しげなおじさん達が街中の歩道に古いスーパーカブを停めて，寝転がっ

たり，たむろしたりして，思い出したように「ヘイ，ミスター。タクシータクシー。」と

呼びかけているのを見ると，はっきり言ってあまり乗る気がしません。実際，外国人と

みるとかなりふっかけてくる者も多いらしく，トラブルも多いそうですし，運転免許さ

えあれば他の免許は要らずに誰にでもできる仕事なので，失業者のように思われている

面もなきにしもあらずのようです。しかし，ベトナム生活の上級者によると，良いセ・

オムを見極めれば，タクシーの３分の１～４分の１の料金で済むとのことであり，使い

ようによっては安価で良い移動手段になるそうです。見極めのコツは上手く交渉するこ

とだそうです，ベトナム語で・・・。もし，ベトナム語も多少話せて，かつ，暑いハノ

イで汗臭いおじさんに直訳どおり抱きつくことを厭わないのであれば，いつかセ・オム

をお試しになるのも一興かもしれませんね。 

（ＪＩＣＡベトナム長期派遣専門家 伊藤 文規） 
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～国際研修Ⅱ～ 

 

インドネシア和解・調停制度強化支援プロジェクト 

 第１回現地セミナー報告 

 

 

国際協力部教官 田中 嘉寿子 

 

第１ はじめに 

２００７年８月１４日，ジャカルタにおいて，インドネシア和解・調停制度強化支援プロ

ジェクト1の活動の一環である第１回現地セミナーが開催されたので，その結果を報告する。 

インドネシアの民事訴訟では，和解・調停が低調で，最高裁判所の未済増加の原因ともな

っていることから，調停（裁判所への提訴後第１回公判前に訴訟担当裁判官以外の調停人の

下で調停を行うことを義務付けるもの）に関する最高裁判所規則（PERMA2/2003）の改正及び

調停人養成研修制度の改善等を内容とする本プロジェクトが開始されることとなった。 

同プロジェクトは，２００７年３月３１日から２年間の予定であり，同期間中，角田多真

紀弁護士が現地に長期専門家として派遣され，JICA インドネシア事務所の山西宏明企画調査

員が事務の補佐をしてくれている。 

国内では，アドバイザリー・グループが設けられ，委員として 

① 草野芳郎氏（学習院大学大学院法務研究科教授，元広島高等裁判所部総括判事） 

② 稲葉一人氏（姫路獨協大学法科大学院教授，久留米大学医学部客員教授，元大阪地方裁

判所判事，弁護士） 

③ 矢吹公敏氏（日本弁護士連合会国際交流委員会副委員長，弁護士） 

④ 平石 努氏（弁護士，元 JICA インドネシア企画調査員） 

と当職が参加し，会合には毎回 JICA 本部から佐藤直史氏（JICA 国際協力専門員・弁護士）

及び JICA 社会開発部ガバナンスチームの方々が参加しておられる。 

本年３月３１日から本セミナー開催までの間，現地では角田専門家とインドネシア側ワー

キング・グループ（ＷＧ）との会合が５回開催され，改正規則案の叩き台が提示されていた。

他方，JICA-Net（ＴＶ会議システム）を利用したアドバイザリー・グループと角田専門家と

の２回の会合では，同改正規則案叩き台の問題点が多数指摘され，日本の和解・調停制度に

関する正しい知識をインドネシア側に伝え，今後のＷＧの活動の参考にする必要が高いこと

が認識されていた。 

本プロジェクトでは，年間，現地セミナー２回，本邦研修１回を予定している。 

本邦研修は，最も経費がかかるが，ＷＧに日本の裁判・調停制度の実務を見せた上でＷＧ

                                                 
1 同プロジェクトの開始に至る経緯については，本 ICD NEWS 第 30 号第 114 頁以下「２００６年度日本・インド

ネシア司法制度比較研究セミナー －政策提言書案の作成から新プロジェクト形成まで－」を参照されたい。 
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とアドバイザリー・グループを中心とする日本側講師との集中的な協議ができる点に利点が

ある。他方，現地セミナーでは，短期専門家として派遣できる日本側講師の人数は限られる

が，アドバイザー側の講師も現地の実情を実地によく見聞きした上で，ＷＧ以外のインドネ

シア側のステークホルダーを幅広く集めてセミナーを開催することにより，現地の実情をよ

りよく理解し，多様な意見を聞くことができ，より現地のニーズにマッチした助言ができる

ようになることと，現地側のＷＧ以外のステークホルダーに本プロジェクトを周知させるこ

とによりプロジェクト目標である調停に関する最高裁判所規則を改正することに幅広い協力

を得ることができるようになるという利点がある。 

毎月１～２回のＷＧでの協議に加え，このような現地セミナーや本邦研修を適切な時期に

組み込むことにより，プロジェクト全体の円滑で効率的な進捗を図っている。 

その意味で，本現地セミナーは，非常に大成功を納めたといえるので，その内容を速報と

して報告させていただくこととした次第である。 

 

第２ 出張者 

１ 草野 芳郎 学習院大学教授（講演者） 

２ 田中嘉寿子 法務総合研究所国際協力部教官（議事録作成，協議） 

３ 呼子 紀子 （財）日本国際協力センター（JICE）研修監理部研修監理員（インドネ

シア語・日本語の逐語通訳） 

 

草野教授は，現役裁判官時代に著された「和解技術論」で高名であり，退官後は，学習

院大学法科大学院において，民事訴訟法を教授する傍ら，交渉学の研究・指導もされてい

る。本プロジェクトの実質的なリーダー格であり，ＷＧには，同著のインドネシア語訳の

愛読者もおり，来訪が待望されていた方である。草野教授は，昨年１１月に本プロジェク

トへの協力方を JICA 及び当職からお願いに上がるや快諾してくださったばかりか，早速１

２月からインドネシア語の学習を始められ，本セミナーでは冒頭あいさつ及び簡単な日常

会話程度のインドネシア語を披露され，聴衆や WG から絶大な拍手で迎えられた。 

呼子氏は，本プロジェクト開始前の４回の日本・インドネシア司法制度比較研究セミナ

ー（本邦研修）の通訳を務めた JICE のベテランのコーディネーターである。昨年・一昨年

の研修に参加しておられたインドネシア最高裁判所マリアナ副長官から，本プロジェクト

の通訳はすべて呼子氏にお願いしたい旨特にご要望があったほど見事な通訳振りであった。

現地セミナーの通訳人は，予算節約のため現地で雇用するのが通常であるが，本プロジェ

クトでは敢えて日本から呼子氏を同行し，名通訳振りをインドネシア人参加者からも絶賛

された。 

当職は，昨年度の本邦研修の運営を担当し，引き続き，昨年９月の JICA 事前調査団に参

加していることから，現地側と草野教授とのリエゾンの役割やセミナー運営全般につき角

田専門家及びインドネシア側と協力するとともに，今回出張されない国内アドバイザリ

ー・グループの他の委員への報告を担当した。人的信頼関係が重要なインドネシア人対象
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の活動において，既に信頼関係を得ている当職のリエゾンは，インドネシア訪問が初めて

の草野教授には有用であったと思われる。 

法律分野の支援活動において，最大のリソースは人（講師）であり，最重要の道具は言

葉（通訳）である。本セミナーの成功要因は，この２つの最も重要な要素において，最良

の人材を得たことにあろう。 

 

第３ 出張日程 

８月１１日（土） 出張者事前打合せ（於学習院大学草野教授研究室） 

８月１２日（日） 朝  日本発，ジャカルタ着 

夜  角田現地専門家・山西企画調査員と打合せ 

８月１３日（月） 午前 南ジャカルタ地裁訪問，法廷傍聴・施設見学， 

裁判官との意見交換会 

午後 セミナー会場サリ・パン・ホテルの下見，打合せ 

８月１４日（火） 終日 現地セミナー 

８月１５日（水） 午前 ＷＧ弁護士２名の事務所訪問，インタビュー 

午後 ＷＧとの意見交換会（於最高裁判所会議室） 

夜  最高裁主催夕食会 

８月１６日（木） 午前 JICA 事務所阪本所長への報告 

今後の活動に関する打合せ 

午後 資料収集（書店でインドネシア民事訴訟法等の書籍購入） 

８月１７日（金） 帰国（翌朝着） 

 

第４ 現地セミナー（Seminar on the Improvement of Mediation System） 

１ 主  催  インドネシア最高裁判所・JICA（共催） 

２ 開催日時 ２００７年８月１４日（火）午前９時から午後４時 

３ 開催場所 サリ・パン・ホテル（於ジャカルタ） 

４ 講  師 学習院大学法科大学院教授 草野芳郎 

インドネシア最高裁判所 アディ判事 

インドネシア大学 タクディル教授 

５ 出席者  約 50 名参加 

６ 配布資料 

① プログラム（別添１） 

② セミナー配布冊子（日本語版，インドネシア語版） 

現行 PERMA2/2003 

プロジェクト概要 

草野教授レジメ（別添２） 

日本の「民事調停」，「訴訟上の和解」（別添３） 
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日本・インドネシアの和解・調停比較一覧表（別添４） 

PERMA2/2003 改正案（叩き台） 

③ 日本の和解・調停の統計グラフ（英語版）（別添５） 

④ ＷＧタクディル教授のレジメ（改正案の概要説明） 

７ インドネシア最高裁側の司会者 

進行：デヴィ判事（ＷＧメンバー，バンドゥン地裁） 

内容：アグン調査官（ＷＧメンバー，最高裁判所調査官・研修所教官） 

 

第５ 草野教授の講演内容 

１ 講演 

（冒頭，草野教授がインドネシア語であいさつされ，会場から盛大な拍手あり） 

私の今日のお話は，日本の和解と調停制度の特徴についてです。 

似たような制度は世界のどこにでもありますが，敢えて「和解」「調停」という単語を

使い，翻訳してもらいません。それは，日本の制度であるということを示すためです。 

まず，和解とは何かを簡単に言いますと，和解とは，具体的な訴訟事件について，担

当する裁判官の前で紛争を解決する合意を言います。 

調停とは，具体的な調停事件において，調停委員会の面前で紛争を解決する内容の合

意を言います。 

調停と和解とが同じところは，成立した合意が記載された調書は，和解調書も調停調

書もいずれも確定判決と同一の効力を有するという点です。 

和解の歴史的背景についてお話しします。 

日本は１８６８年に近代化しました。 

日本では１８７５年に行政権から独立した裁判制度が作られました。しかし，裁判所

が作られても裁判をする人材はほとんどおらず，法律もできていませんでした。 

そのときに当時の日本が考えたのは，フランスの Conciliation（勧解）の制度を導入

することでした。この勧解制度はオランダが起源だと言われていますので，インドネシ

アの和解も勧解に似ているのではないかと思います。勧解は，裁判をする前にまず試み

ることとされ，口頭受理が許されていました。必ずしも法律によらず，常識や慣習で解

決してよいとされていました。 

１８７７年の統計では，66 万件の勧解事件のうち，44 万件で合意が成立していました。

フランスの制度を導入する以前の日本の伝統的な制度（内済）と実質的に一致していた

ことが成功原因だと言われています。この勧解は，１８９１年まで続きました。 

１８９１年，民事訴訟法が制定されました。このとき，勧解が廃止されました。なぜ

廃止されたのでしょうか。それは，当時の日本の状況によります。 

日本は，１８５９年に外国と条約を結んで開国をしました。そのときに日本は諸外国

の状況を知らないまま不平等条約を押しつけられました。「不平等」とは，関税自主権が

ないことと，治外法権を認めさせられたことです。日本の裁判所は外国人相手には裁判
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権がありませんでした。日本が近代化したとき，当時の日本人は，簡単に条約を改正で

きると思っていましたが，できませんでした。理由は，外国人が，日本の裁判を信用し

ておらず，法律に従った裁判をしていないと思われていたからです。それで，日本は，

法律に則った西洋と同じような裁判制度を実現しようとしました。それには時間が掛か

るので，その間は勧解を行い，裁判制度ができれば勧解を廃止しようと考えていたので

す。 

１８９１年の民事訴訟法はドイツ法を模範にしていました。そこでは，和解ができる

という規定が盛り込まれました。 

もう一つ，近代化の目玉として，仲裁制度も設けられました。ところが，仲裁は，現

在に至るまで，日本ではほとんど使われていません。和解は，現在まで残って非常に盛

んな制度であります。当時の人が考えたのは，法律による裁判であり，それを実現する

ために多くの若者が西洋に学びに行きました。国内では大学が作られ，法学部で法律家

を養成しました。ですから，法律に従った裁判を行える人材が十分育っていたと考えて

いたのです。３年後の１８９４年，治外法権を撤廃できました。 

１９９８年改正まで，この民事訴訟法が継続しました。 

調停のときに申しますが，勧解がなくなったために，勧解で解決できる利点がなくな

り，復活を望む声もありました。 

１９９８年の民事訴訟法改正では，和解を一層利用しやすい規定を設けました。 

それは，３つあり， 

① 裁判所外でも和解ができる 

② 遠隔地の人は書面で和解ができる 

③ 当事者が共同申立をすれば裁判所は適当な和解条項を作ることができ，それに

当事者は拘束される（仲裁に似ている） 

という制度です。 

では，和解の特色について話します。 

１つは，条文が非常にシンプルであることです。条文は２つだけです。１つは，和

解は，いつでもできるということです。訴状が裁判所に来てから判決が終わるまで，

いつでもできるし，何回やってもよいです。弁論や証拠調べの途中でやっても構いま

せん。第１審だけでなく，控訴審・上告審でもできます。 

利害関係人を引き入れて和解することも可能です。例えば，保証人と主たる債務者

を一緒に和解させたり，被告に支払能力がなければ親を呼んできて保証を約束させ一

緒に和解させたりすることも可能です。 

日本の考え方は，紛争を全部解決したいというもので，提訴されている事件に関連

する紛争があればそれを一緒に和解することも可能です。そうして成立した合意は，

確定判決と同一の効力を有し，強制執行力を有します。 

この和解には控訴はできませんが，和解に脅迫・詐欺・錯誤等により瑕疵があった

場合は，他の救済措置があります。 
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裁判官の姿勢について話します。 

１９８０年以前ころは，「和解判事となるなかれ」と言われていました。裁判官は，

法に従って判決するものであるから，和解を安易にするな，という教えであり，民事

訴訟法制定以来の伝統的な法律に基づく裁判を重視する考え方です。それまでの裁判

官は，無表情に公正中立を旨として裁判していました。 

１９８０年以後は，和解をする裁判官が増加してきました。ドイツの裁判所で裁判

官がその見解を開示する「心証開示」によって和解に成功する事例が紹介されたこと

から，日本でも，心証を開示する裁判官が増えました。 

日本の判決は，非常に精密に丁寧に書きますから，判決を書く労力は大変なもので

す。和解すれば（判決を書く労力を節約できるのみならず）当事者に非常に喜ばれる

という経験をしました。 

昔は，裁判官は偉いので，裁判官の判決には従うという考え方がありました。しか

し，時代が変わり，国民の権利意識が高くなり，当事者の意思を無視した判決では当

事者は納得しないという考え方に変わりました。ですから，自分たちの意思に基づい

た解決の方を歓迎するようになり，裁判官が判決を書くよりも和解をする方が当事者

に喜ばれると言うことが分かってきたために，裁判官が和解をする意欲を高める結果

になりました。 

ただ，当時の裁判官，つまり，私が和解を主張した当時の和解に熱心な裁判官は，

「判決が原則であることはそのとおりであるが，和解で解決できるならそれに文句を

言うことまではないでしょう。」という程度の認識でした。 

私が「和解技術論」出版前に論文として発表したとき，「判決が原則なのではなく，

和解が原則ではないのか」と主張したのです。その後急速に判決を原則とする考え方

が衰え，和解派が増え，日本の裁判官は非常に熱心に和解を勧めるようになりました。

当事者が納得しそうな和解案を提示するようになりました。 

２００５年の地方裁判所の和解率は，34.1％です。 

また，判決のうち，多くが欠席判決です。つまり，両当事者が出席して争う事件に

ついてみると，和解の方が判決より多いのです。 

日本の裁判所では，和解をする裁判官と判決をする裁判官が同一であることが原則

です。和解ができなければ判決を書かなければならないということが，和解をやるイ

ンセンティヴになっています。当事者である国民側も，同一の裁判官に最後まで責任

を持って事件を担当してもらいたいと考えています。日本の和解の方法は，交互面接

方式が主流です。 

 

次に，調停についてお話しします。 

まず，調停の歴史についてお話しします。 

日本が近代化するにつれ，紛争が増加しました。借地借家，小作，商事，金銭消費

貸借関係の紛争が特に増加しました。それを法に従って裁判をするのでは処理できな
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い状況になりました。また，裁判所の裁判官は非常に勉強して裁判をしたがっていた

のですが，国民の法意識は向上しておらず，法律に従った裁判ではなく，むしろ話合

いでの解決を望んでいました。それで，勧解の精神に沿い，個別に国が法律を作って

調停という制度を作りました。 

最初にできたのは，借地借家調停法であり，１９２２年１０月に施行されました。

最初は東京周辺だけで施行されたのですが，最初の４か月間は約 300 件しか利用され

ませんでした。 

この調停が一躍脚光を浴びる事件が日本に勃発しました。 

翌１９２３年９月１日，日本の東京で関東大震災が発生し，死者 10 万 5,000 人，被

災者 190 万人という大災害が発生しました。被災した人々は倒壊した家の跡にともか

くもバラックを建てて住もうとしました。そのため，地主と借地人と借家人との間に

深刻な紛争が多数発生しました。これを早急に解決するためには，裁判制度では対応

できず，新しい法律を作る余裕もありませんでした。それで，借地借家調停法を利用

しようということになり，同年９月２５日には，13 箇所に調停委員会の出張所を設け，

裁判官 20 数名，調停委員 100 余名が出張所に行き，現地で調停事件の処理に当たりま

した。翌年の７月までに 12,000 件を受理し，9,000 件で調停が成立しました。これ以

後，調停に対する評価が高まり，調停が我が国の国民に定着したのです。 

１９５１年に民事調停法が施行され，すべての民事事件が調停できるようになりま

した。家事調停は別の制度です。 

 

調停の特色についてお話しします。 

① 民事訴訟手続とは別個の手続です。 

② 解決の主体は調停委員会です。調停主任は裁判官であり，複数の調停委員とで調

停委員会を構成するのが原則ですが，裁判官だけの調停も認められています。調停

委員になるのは，地域の徳望家などでした。 

③ 民事訴訟を担当している裁判所が，調停に付すこともできます。日本では付調停

と呼ばれています。これがインドネシアの制度に近いと思われます。付調停では他

の管轄裁判所にやってもらうこともできますし，自分自身で行うこともできます。 

付調停のメリットの一つに，専門家調停委員を活用できることがあります。日本

の調停委員には，建築士，税理士，医師などの専門家が多数います。その人たちに

調停を担当してもらい，意見書を書いてもらうことができます。調停が不成立の場

合，裁判に戻ります。調停で行った証拠は，そのままでは裁判に使えません。しか

し，調停で出た書面を証拠として裁判所に提出することは認められています。日本

の裁判所では，調停と民事裁判の連続的利用を奨励しています。 

調停が成立した場合，法律上，裁判事件は取り下げられたことになります。取下手

続は不要です。 

日本では，調停で合意ができなかった場合，調停に代わる決定を行うことができ，決
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定を受領して２週間以内に異議を申し立てない場合，調停が成立したことになります。 

調停委員は，非常勤の公務員です。報酬は，３時間を超える調停をすると１万 6,800

円，３時間以内だと 9,500 円，待機のみだと 5,000 円です。 

調停は，通常の裁判よりも費用が半額で手続が簡便であるなど，当事者にとって便

利な特別のサービスとして制度設計されています。調停不成立で訴訟を提起する人は，

残額のみの費用を払えばよいです。調停委員への報酬など，調停を運用する費用は国

の負担です。 

日本には，地方裁判所の下に簡易裁判所があります。地方裁判所が約 50 で，簡易裁

判所は 438 です。簡易裁判所が民事調停を原則的に扱っています。地方裁判所・高等

裁判所でも調停することは可能です。ただ，家事調停だけは家庭裁判所だけで行われ

ています。 

 

以上，日本の和解と調停について説明してきました。 

このような制度になるには，100 年以上かかって今の制度になりました。 

制定当時の国民の意識と現在の国民の意識も変わりました。ですが，和解と調停は

日本の社会に根付いています。これが栄えている理由は，私の感想では，裁判官が，

「和解をやる」という強い意識があるからです。和解をするという意識の下に成果の

ある和解があるからこそ，和解も調停制度も成功しているのだと思います。 

 

インドネシアと日本とは置かれている状況が違いますから，日本の制度をそのまま

インドネシアに移入してもうまくいくとは思えません。双方の国民性，歴史，文化な

どの違いを超えた人間としての共通の視点からみて，日本の制度の良いところを導入

し，インドネシアの状況に合うよう改良していただきたいと思います。そのためには，

私も，全力を挙げて協力することを誓います。 

（会場から盛大な拍手） 

 

２ 質疑応答2 

（質問１） 

日本では，控訴・上告審における和解のメカニズムは第１審と同じか。 

（草野） 

控訴・上告審においても，第 1 審と同様に和解をしています。 

上告審の場合，地方の当事者の便宜のため，最高裁が和解案を作成して当事者の所在

地の地裁・簡裁に送り，受託裁判官に和解させることが多いです。 

 

 

                                                 
2 通訳の便宜のため，質問票を使用し，昼食休憩中に呼子氏に翻訳してもらい，時間節約のため質問票を司会の

アグン調査官が読み上げて草野教授に回答してもらう方式を採った。 
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（質問２） 

医療過誤事件についても和解・調停制度があるのか。専門調停機関はあるか。 

（草野） 

熱心に和解・調停をしています。特に，調停制度を活用しており，調停委員として医

師を専門委員として入れて活用し，その結果を用いて和解を勧めることも多い。 

日本では，特に困難な事件の代表として医療事件，建築事件，知財事件があります。 

東京と大阪の地裁ではこれらの事件の専門部を設け，そこで専門的に扱っています。 

 

（質問３） 

① 調停委員会は，当事者本人に対し，調停への呼出権限があるか。 

② 代理人のみが出席している場合の和解・調停の成功率は，本人が出頭する場合に

比べて高いか。 

（草野） 

① 調停でも和解でも当事者の出頭を命じることは可能です。 

和解の場合は，出頭を拒否しても制裁はありません。 

調停の場合は，理由のない出頭拒否に対し，５万円以下の過料の制裁があります

が，実務上は例がないと思います。来ない人は，面倒を見なくてもよい，裁判所に

熱心に救済を求めてきた人にのみ解決を提示してあげればよい，というのが日本の

裁判制度の基本的な考えです。 

② 代理人のみが出席する場合と本人が出席する場合では，本人が出席する場合の方

が和解率は高いです。日本の弁護士は，なかなか当事者本人を裁判所に連れて来た

がりません。というのは，本人を連れてくると裁判官が本人を説得して和解させて

しまうので，弁護士の価値が下がると思っているからです。 

訴訟が進行して和解の機が熟してくると，よく，弁護士は，「次回は本人を連れて

きます。」とか，「本人を連れてきていいでしょうか。」と言います。 

質問からは外れますが，日本の弁護士報酬制度についてご説明しておきたいと思いま

す。通常，日本の弁護士報酬は，着手金と成功報酬の 2 種類があります。タイム・チャ

ージ制は採っていないので，事件が長引いても早く解決しても報酬は変わりません。 

 

（質問４） 

① 和解と調停は両方とも機能しているのか。 

② 両者の基本的な相違点は何か。 

③ 刑事事件にも和解や調停があるか。 

（草野） 

① 日本では，和解も調停も大変良く機能しています。なぜかというと，裁判を求め

たい人は訴訟に，訴訟はしたくないが話合いをしたい人は調停に，と最初から分か

れているからです。つまり，調停制度があるため，訴訟件数が減ります。 
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② 和解と調停の相違点は，調停については，国家が成立に努力していますが，和解

では国家が支援するというよりは公正中立な立場で対応しています。 

ですから，調停費用は，訴訟費用の半額で利用しやすくなっています。 

例えば，金銭債権の事件は，債権者の住所地でも訴訟は提起できますが，調停は債務

者の住所地でないと申立はできません。つまり，訴訟では，原告は被告を呼びつけるこ

とができますが，調停では自分が相手方のところに出かけなければならないのです。こ

れは，話合いなので，相手方の方に出向くのが当然だという考え方が背景にあります。 

③ 刑事事件については，日本の警察には，「民事不介入の原則」があります。 

したがって，日本の警察は，民事事件には動きません。単なる債務不履行事件等

で警察に告訴状を提出する人はいますが，本当の刑事事件以外では起訴されること

はありません。 

刑事和解ではありませんが，新しい制度が最近できました。犯罪の被害者と被告

人との間で被害弁償の合意ができ，その合意が刑事事件の公判調書に記載されると

民事事件の和解が成立したと同一の効力があるという制度です。 

（デヴィ判事） 

そのような和解は，刑事事件の判決に影響がありますか。 

（草野） 

日本の裁判所では，刑事事件では，被害弁償の成否は，減刑理由として重視します

が，無罪になることはありません。 

 

（質問５） 

① 和解に対する異議申立理由・手続は何か。 

② 日本で仲裁が不活発な理由は何か。 

（草野） 

① 和解が錯誤等に基づくときは，和解が無効になる制度があります。 

その場合は，控訴ではなく，和解が無効であるから，事件は終了していないとい

う考えから，元の事件につき，「期日指定の申立」を行うのが普通です。そして，弁

論を開き，裁判官が当事者双方の申立を聞き，和解が有効であると判断した場合は，

「裁判終了」の宣言を行い，和解が無効であると判断した場合は，通常事件として

「判決宣告」を行います。 

② 仲裁が不人気な理由は２つあると思います。 

１つは，日本に仲裁の伝統がなかったことです。和解は近代化以前からあった制

度ですが，仲裁という制度は全くありませんでした。 

２つ目は，仲裁手続に裁判官が関与する余地が乏しいことです。例えば，仲裁人は

当事者が選びます。これでは，裁判官は，仲裁を行おうという意欲を持ちません。 

ただし，近年，仲裁法を見直そうという論議があり，UNCITRAL モデル仲裁法に従

い，我が国の仲裁法も改正しました。 
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また，弁護士会で仲裁センターを設けて活動していますが，その中身はやはり調

停であり，日本ではこれを Mid-Arb と呼び，むしろ奨励しています。 

 

（質問６） 

① 知財事件も和解・調停の対象となるか。 

② ２００７年までで何件くらいの知財事件が和解・調停で扱われているか。 

（草野） 

① 知財事件も，和解・調停は可能です。しかし，知財事件は難しいので，実際には

ほとんど調停はしていません。民事訴訟法改正により，知財事件の第１審の事物管

轄は，東京と大阪地裁に限られました。控訴は，東京高裁に知財高裁を設け，そこ

でのみ扱っています。 

② ２００５年の統計では，今ここには限られた資料しかありませんが，219 件中 41

件で和解が成立しています。 

 

（質問７） 

調停制度の導入には，文化的要因の影響が大きいと考えるが，草野先生は，インドネ

シアに最も適合する調停制度はどのようなものであると考えられるか。 

（草野） 

インドネシアの国民性を十分に理解している訳ではないので，どうすればインドネシ

アで調停制度が成功するかは私には分かりません。インドネシア人が真剣に考えるべき

だと思います。ただ，私の裁判官としての経験から申しますと，まず，裁判官自身が頑

張らなければ成功しません。そして，やってみれば，「下手な鉄砲数打ちゃ当たる」とい

う日本の格言どおり，必ず幾つかは成功します。１件成功すれば嬉しいものです。（会場

から拍手）嬉しいと思えば，人間は頑張ります。他方，どんなに「正しい」と思っても，

相手に喜ばれなければやりません。日本で和解が盛んになったのは，日本の国民に喜ば

れたからです。もし，インドネシアで日本と逆の制度になったとしても，それでインド

ネシアの国民が喜ぶのであれば，私は何も言うことはありません。 

 

（質問８） 

日本の国民が和解・調停による解決を受け入れ，尊重する理由は何か3。 

（草野） 

日本では，仏教の影響があるのではないかと思います。仏教の導入時，聖徳太子は，

「和を以て尊しとなす」という教えを打ち立てました。 

古い制度を残したまま，新しい制度を導入するのが日本の特徴です。 

ただ，新しい人は新しい考えを持ちますし，外国の影響もありますから，変化もあると

                                                 
3 質問票余白に「日本の紛争解決方法は，素晴らしいと思います。」とのメモあり。 
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思います。今後は，権利意識の高い人々が，自己の意思に基づいて合意を形成するとい

う形でなければ和解も調停もうまくいかないだろうと思います。 

 

（質問９） 

裁判官が調停をする場合があるのであれば，和解と調停の違いはないように思えるが，

いかがか。 

（草野） 

裁判官が，自己の担当する訴訟を敢えて調停に付する場合，以下のようなメリットが

調停という制度にあるからです。 

① 弁護士以外の者が代理人になれます。例えば，本人が病気で来られず，弁護士も雇

う金がなくても，妻が代理人になれるのです。 

② 裁判所の外で手続がしたいとき，裁判官の出張費用等は，和解では訴訟費用として

当事者の負担ですが，調停では国の負担です。 

③ 専門的知識を持つ調停委員を活用できます。 

 

（質問 10） 

裁判官（あるいは仲裁人）が調停人になると，利害対立が生じると西欧の法律家は指

摘するが，草野先生はどうお考えか。 

（草野） 

訴訟と和解・調停を峻別した方が良いという考えは，西洋の影響です。国民や弁護士

がそれに賛成するのであれば，日本でもそういう考えが主流になったでしょう。しかし，

日本ではそうではありませんでした。 

確かに，訴訟と和解とを分離しなければ，利害対立が生じ得るかもしれませんが，そ

れは，裁判官の倫理の問題であると考えます。 

一つの制度に副作用があるからといって，それを避けるために別の制度を設けると，制度

がどんどん重くなり，使いにくくなります。多少副作用がある制度であっても，実際に良い

結果（適切な和解の成立）を出せば，国民の裁判官に対する信頼は向上します。日本の裁判

官は，プロセスはシンプルで使いやすくし，結果を見て判断してほしいと考えています。 

（講演の終了とともに，会場から盛大な拍手があった。） 

 

第６ アディ判事の講演4 

１ アディ判事について 

アディ判事（Ms. Susanti Adi Nugroho）は，最高裁の中では，ADR の専門家であり，

数年前に日本・インドネシア司法制度比較研究セミナーに参加された経験もあり，本プ

ロジェクトのＷＧのリーダーである。 

                                                 
4 レジュメ（インドネシア語のみ）は当日配布であり，聴衆のインドネシア人向けの講演であるため，通訳のた

めに間を置くことはなかったので，講演内容は概要のみ通訳してもらった。 
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２ 講演概要 

調停制度は，ビジネス上必要性が高いが，他方，現在の調停は時間・費用がかかる，

手続が不明確であるなどの批判が多い。現在，裁判所の未済が増えているため，裁判官

は，早く判決を書かなければならず，判決の質の低下をもたらし，国民の信頼性の低下

を招いている。 

また，裁判所内で裁判官が民事部と刑事部に分かれておらず，専門性が育たない点も

問題である5。 

現行民事訴訟の問題点としては，上告制限が人権侵害だと言われて実現せず上告数が

多すぎること，当事者が判決に従わず，執行率が悪い（執行すると社会的反感を買い，

不執行でも裁判への信頼が低下するという困難な状況に陥っている）こと，再審申立事

由の制限がなく，時間稼ぎのためだけの再審申立も多いこと，上訴費用が安く，弁護士

を付けなくてよい事件の種類が多いため，上訴による費用負担が軽すぎるので安易な上

訴が多いことなどがある。 

金融機関に関する２００６年調停規則（インドネシア国立銀行が制定）による金融事

件専門の調停機関は成功している。 

現行の調停規則の問題点としては，非公開であるため，書記官も同席できず6，調停人

をサポートする人材もいないことがある。また，当事者の欠席の際の呼出7，費用等につ

いても規則は曖昧であり，実務が動かない大きな障害の一つである。 

裁判官自身も調停に不慣れな上，時間制限が強いので解決できない。また，民事事件

は全て６か月以内に解決しなければならず，６か月を超える場合には最高裁に理由を報

告しなければならない。先が見えない調停に時間を費やすことなく訴訟を終了しようと

いう態度になるのも無理もない現状である。ムシャワラの伝統8があると言われているに

もかかわらず，調停が社会に根付いていない理由は何であろうか。 

調停人養成も重要である。裁判官による調停と外部調停人による調停との関係が不明

確であり，日本では外部の者を裁判所の調停人として取り込んで活用している点が素晴

らしいと思うが，インドネシアでどう取り入れられるか改正案で検討する必要がある。 

勧告点は，以下の８点である。 

① 手続の明確化。 

② 調停に関する情報の市民への提供。 

③ 話合いによる解決の基本として，当事者の自主的解決意思を涵養するメカニズムが必

                                                 
5 南ジャカルタ地裁を見学した際も，書記官室は民事担当と刑事担当に分かれていたが，裁判官は両方担当して

おり，分かれてはいなかった。WG との意見交換でも，草野教授から「調停部を作ってはどうか」との提案が

あった際，インドネシアの裁判官らが「専門部の設置には法改正が必要である」旨言うものの，何の法のどう

いう解釈であるのか，単なる慣行であるのか確認できなかった。 
6 日本の調停も非公開であるが，書記官や調査官の同席は可能である。なぜインドネシアでこのような解釈がな

されているのかＷＧを通じて調査する必要があると思われた。 
7 「欠席」の問題は当部が民事訴訟法について支援した対象国（ベトナム，カンボジア，ラオス）共通の関心事

項である。「対審の原則」を重視するフランスの強い影響か，欠席判決を人権侵害ととらえる考えが強く，日

本のような割り切った扱いはなかなか受け入れられない。 
8 全員一致の合意を求めるインドネシアの伝統。 
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要である。 

④ 外部の調停機関が一定の成果を挙げているのであれば，裁判所がなぜそれを作れない

のかを分析・検討し，調停機関を１本化して「Mediation Center」を設置すべきである。 

⑤ 調停制度の広報（Socialization）の必要性。弁護士会を通じて弁護士にも広めてい

く必要がある。 

⑥ 各大学の法学部でも調停が紛争解決のための有効な手段であるということを教える

べきである。 

⑦ 刑事事件における調停の可能性の更なる検討が必要である。単なる債務不履行事件を

警察に届けることが多いからである。また，親族間の事件も調停が可能であろう。民事

的な刑事事件を調停で速やかに解決したい。 

⑧ 調停制度の普及が大切。本日ご参集の皆様は，普及のために是非ご協力ください。 

 

３ 質疑応答 

（質問１） 

バンドン大学で，ADR を選択科目として教えている。もっと ADR 的な紛争解決手法を

広めたい。民訴法改正ができないので，最高裁規則改正で対応しているという話だが，

最高裁がもっと強く働きかけて民訴法改正をきちんと行い，ADR の根拠規定をきちんと

制定する必要があると思う。民訴法改正がずっと法案レベルに留まり，店ざらしにされ

ているので，制定に向けて最高裁が働きかけるべきである。 

離婚の問題については，裁判所外の調停機関があるが，裁判所の裁判官が行う調停に

おいて裁判所外の調停機関における合意とうまく連携できないものか。 

（アディ判事） 

改正民訴法の制定が遅れているのはそのとおり。起草チームには元裁判官も多数入って

いる。新法を制定すると，他の法令と不整合が生じることがこれまで多かったが，民訴法

については不整合を防止するため慎重に協議しているので時間が掛かっていると思う。 

家事事件について宗教裁判所の管轄が広くなってきているので，事件がより複雑なも

のについては，最高裁まで上告されてくると思う。外部の機関での調停が裁判所の調停

によって機能しなくなることがないように考えていきたい。 

 

（質問２） 

インドネシア仲裁機構（BANI）における経験上，弁護士が事件を長引かせる方が報酬

が高くなるので ADR に弁護士が不熱心なのは事実だと思う。 

また，本日配布の改正案叩き台を見ると，調停が何度でもできると改正されている点

はよいと思う。自分の調停に関する経験でも，第１回は両当事者が冷静ではなくて調停

は成立しにくいが，回数を重ねることで調停しやすくなるからである。 

元裁判官が調停人や仲裁人になると，真実発見を重視しすぎ，当事者の合意成立に不

熱心であると思う。 
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ADR 仲裁法第６条9の解釈について，裁判所が執行力を付与するに当たり，形式的に受

理するのか，内容の審査をする必要があるのかについて見解が分かれているが，内容の

審査をするのは当事者の合意を尊重する法の趣旨にもとると思う。 

 

（質問３） 

勧告の４番目，調停機関の統一化はとても良いアイディアだと思う。 

（アディ判事） 

弁護士を巻き込んだ形の調停を想定しなければうまく動かない。従来の最高裁規則は

弁護士のことを考えていなかったが，実際の事件では，当事者は弁護士に相談した上で

裁判所に来るのが多いので，弁護士の関与を想定することが必要である。 

 

第７ タクディル教授の講演 

１ タクディル教授について 

タクディル教授（Prof. Dr. Takdir Rahmadhi）は，カナダに留学中，ADR について修

士論文を書き，現在ＷＧの中心メンバーとして改正案叩き台を作成した方である。 

２ 講演内容 

改正案叩き台について紹介された。 

なお，本改正案叩き台は，まだ初期段階であり，今後相当変更されることが見込まれ

るため，本稿からは割愛している。 

３ 質疑応答 

（質問１） 

宗教裁判所にも本最高裁規則が適用されるべきである。そう明記すべきではないか。 

（教授） 

ＷＧでは，通常裁判所について議論している。 

 

（質問２） 

PERMA 改正案第 10 条では，当事者の出頭義務は，第１回のみに制限し，以後は代理人

の出席だけで手続可能とすべきではないか。 

（教授） 

現在ＷＧ内でも検討事項となっているので，今後更に検討したい。 

 

（質問３） 

調停は義務化すべきではあると思うが，HIR130 条10は，和解を勧めよと規定している

だけであり，最高裁規則で調停前置を義務化するのは法改正に当たるのではないか。 

                                                 
9 裁判外の ADR における合意を裁判所に提出すれば執行力を与えられる旨の条文。抽象的で簡潔なため，解釈に

争いが多い。 
10 HIR とは，オランダ植民地時代からインドネシアで適用されている民事訴訟法。同法 130 条に和解の根拠規定

が定められている。 
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（質問４） 

改正案第６条では，裁判官とそれ以外で扱いに差がありすぎる。矛盾している条文も

あり，立法技術としても現改正案は整理が必要と思う。 

（質問５） 

医師協会会員の医師で，調停人の有資格者は２名しかいない。医者が神様のように尊

敬されていた昔と異なり，今は医療過誤訴訟が増加している。この種の調停制度が活発

化するのは大歓迎であるので，頑張ってもらいたい。 

（質問６） 

調停制度についての広報が足りなさすぎる。また，裁判所が最高裁規則に基づく調停

の説明をする際，「裁判官なら無料，外部調停人だと有料」としか言わない。これでは誰

も外部の者を調停人には選ばないだろう。 

（質問７） 

改正案３条３項の「敗訴者」とは誰を指すのか。訴訟で負けたら調停費用まで払うという

のであれば，誰も費用負担のリスクを負ってまで調停しようと意欲が起きないのではないか。

この規定は調停を不活発にするように思える。８条２項の規定は一種の保全処分ではないか。 

＊ この後も会場からは，改正案の条文に関する具体的な批判・コメントが続き，ＷＧ内で

の検討課題が多数提示された。 

 

第８ 閉会に当たって 

１ 閉会に当たり，司会のアグン調査官がインドネシア最高裁を代表して閉会挨拶し，次

に，草野教授から最後の挨拶をされた。 

２ 司会のデヴィ判事から，「改正草案に関する更なるコメントは，プロジェクト・オフ

ィス（角田専門家のオフィス）まで連絡されたい旨アナウンスがあった。 

３ デヴィ判事から，「本日のＷＳ修了証書は，後日郵送します11」旨アナウンスがあった。 

４ 通訳人への謝辞 

アグン調査官から，通訳の呼子氏につき，格別の謝辞があり，会場から呼子氏への盛

大な拍手があった。 

５ 広報 

インドネシアの日本人向け地域紙である「The Daily NNA」が草野先生に取材し，翌

２００７年８月１５日豪に本セミナーを紹介する記事が掲載された。 

 

第９ その他の活動 

１ 南ジャカルタ地裁における裁判官との意見交換 

８月１３日午前９時から午後１時までの間，南ジャカルタ地方裁判所を訪問した。 

                                                 
11 インドネシアでは，最高裁主催のＷＳに出席して修了証書を得ることは，たとえ１日だけのＷＳに参加しただ

けであっても，一種の「箔が付く」こととされ，価値があるらしい。そのお陰もあるのか，午後に最高裁高官

（トｩンパ判事，アディ判事）が退席した後も参加者はほとんど減らなかった。 
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(1) 施設概要 

同裁判所は，２階建てで，中央の大法廷を囲むコの字形の事務棟・法廷棟がある。 

事務棟１階は，右側が民事書記官室（大部屋）と書記官らの部屋，左側が刑事書記

官室（大部屋），事務局（統計，報告，法的調査等を担当する書記官の部屋），プレス・

ルーム，交通切符を発付する部屋等がある。 

大法廷の裏側に小法廷が５つあり，廊下の壁に大きく審理予定事件の一覧表が罫線

が引かれたホワイトボード上に民事・刑事別に記載されている。 

交通切符を発付する部屋と左端の簡易事件用小法廷の入口には，当事者に対し，「代

理人禁止，本人出頭の原則」の注意書きがある。この種事件につき，不当な仲介手数

料目当てのブローカーが暗躍することが多いからだそうである。 

２階には，裁判所長，次長の個室（各秘書用の前室付き）と，その他の裁判官室（１

室に３から４名の合議体ごと）と書記官長の部屋があるほか，共用会議室がある。 

共用会議室には，壁１面に図書の棚が設置され，調停部屋を兼ねている。 

(2) 裁判官との意見交換会 

①  出席者 南ジャカルタ地裁の裁判官 17 名，中央・東・西・北ジャカルタ地裁か

ら各１名の裁判官，ＷＧメンバーのアグン最高裁調査官及び南ジャカル

タ地裁の幹部書記官７名。 

日本側は，草野教授，角田長期専門家，田中（当職）と通訳の呼子氏である。 

② 意見交換会の概要は，以下のとおりである。 

（アンディ南ジャカルタ地裁所長） 

（挨拶，出席者の紹介，特に，草野教授については，著書「和解技術論」を紹介） 

当地裁では，全事件で調停を実施している。２００６年の実績は，新受 1,500 件

中，和解が成立 10 件であった。和解に造詣の深い草野元判事にお話を伺えるのは光

栄である。 

（草野教授） 

（インドネシア語で御挨拶後，セミナーと同様に日本の和解と調停についての講演） 

（アンディ） 

日本の和解制度について，私もマリアナ副長官・アグン調査官らとともに２度訪

日してインドネシアの制度と比較して研究しました。その中で，我々の調停制度に

取り入れて促進できる要素について研究しました。分かってきたことは，インドネ

シアの調停は，PERMA2/2003 に基づいているところ，訴訟を担当している裁判官が

調停を担当できないこと，他方，実際には外部調停人による解決は稀であり，訴訟

担当裁判官による和解成立の方が多いのが実情です。私自身が裁判官として多数の

事件を扱ってきた経験から，話合いで紛争を解決させるためには，事件の内容を最

もよく知っている訴訟担当裁判官が調停を行うことが最も効率的であるというのが

実感です。事件を担当している裁判官が両当事者をうまく話合いに導くために裁判

官がどういう態度を取るべきかについて後進の裁判官に伝えてきたつもりです。 
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PERMA2/2003 の改正の方向性や今後のインドネシアでのメディアシの在り方につ

いて解決策を検討してきました。 

是非皆さんにお話ししておきたいことは，日本で学んだことで最も大切なことは，

どうやったら社会に信頼される裁判所になれるのか，という点です。大阪地裁の裁

判官が，「裁判官がより良い司法サービスを提供するということを事件の受理から

終了まで全ての段階で心掛け続けることが，裁判所のイメージの向上に役立つ」と

教えてくれました。 

 

では，質疑に入ります。 

（裁判官参加者） 

① 調停に期間制限はありますか。 

② 被告が複数の場合で，全員が出頭しない場合の扱いは。 

（草野） 

① 調停に期間制限はありません。 

通常は，３か月以内に終了しますが，長くかかる事件は１年以上かかる場合があ

ります。あまり長期間にわたると事件がかえってこじれるので，適当なところで終

了するように指導しています。 

私が担当する場合で，非常に難しい事件の場合は１年くらいかかります。最初調

停が成立しないと思っていても，１年くらい続けると，当事者の気持ちが分かって

くると同時に，当事者の気持ちも変化して調停成立に至ることがありました。 

若い裁判官は，自分の実力に不安があり，長く続けることが不安なので，早く諦

めて終了させる傾向があります。 

私は，そういう若い裁判官に対し，「やりたければ納得のいくまでやってみなさい，

そして，結果を見なさい。そうすれば，成立してもしなくても，自分のやり方が正し

かったかどうか勉強になる。やらなければ分からない。」と言って指導していました。 

② 被告が複数の場合も調停は行いますが，非常にやりにくいです。 

被告が複数の場合の典型例として，多重債務者の事件がありますが，そのための

「特定調停」という制度ができています。 

被告である金融機関は，不出頭の当事者が多いので，民事調停法 17 条で，「調停

に代わる決定」という手続があり，裁判官が調停決定をして，被告に送付し，２週

間以内に異議を申し立てなければ調停決定が確定します。異議が出ることは稀で，

多重債務の事件はこれで決着が付く場合が多いです。 

（裁判官参加者） 

日本では和解で 30％以上解決すると聞いて，わずか１％未満のインドネシアと非常

に大きく違うと感じました。和解を成功させるためにどんな技術を使っているのです

か。インドネシアでは，対席と別席（コーカス）の２つしかありません。私自身の経

験では，別席の方が成功率が高いようです。対席だと，元々紛争にあるので，余計に
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こじれるように感じるのですが，日本ではどうですか。 

（草野） 

日本では，伝統的に別席を使っています。10 数年前から，アメリカの影響等で，対

席の効用を説く裁判官も現れ始めました。しかし，実務は圧倒的に別席で行っていま

す。ただ，対席を説く方は論文を書いたり「声の大きい」人が多いですね。 

別席の効用は，当事者とのコミュニケーションが図りやすく，当事者と心を通わせ

ることにより，解決に導くことができることです。 

和解では，提訴された訴訟の対象以外にも，その周りの問題も含めて解決を行えるの

で，これが紛争の全体的な解決に役立ちます。これが，裁判官の醍醐味になっています。 

もう一つの技術は，判決の結論を当事者に示して和解を勧試する方法があります。

これは，10 数年前から，ドイツの手法を参考に取り入れられたものです。私自身は，

この手法はあまり採りません。なぜなら，裁判官が当事者との間に共感（シンパシー）

を持たないと和解に至れないからです。 

（裁判官参加者） 

日本との違いの一つに，インドネシアでは，当事者が調停人を選べる点があります。

裁判官を調停人に選ぶと費用はかからないが 21 日間しか調停期間が与えられず，外

部の調停人を選ぶと費用がかかるが 30 日間できます。 

（草野） 

日本の訴訟の特徴として，受理した事件について，事件配点は自動的に行われ，所

長が配点しないのですが，これが，不正防止に役立っていると言われています。 

（裁判官参加者） 

和解のお話を伺い，（インドネシア民事訴訟法である）HIR130 条と似ていると感じ

ました。ただ，インドネシアでは，訴訟の最初の段階で両当事者に和解を勧めるとい

うだけで，合意内容について裁判官は介入しないという解釈であり，判決に和解合意

を書けば，それには上訴できないという規定があるだけでした。 

① なぜ日本では和解結果を調書に記載するだけで「判決」にしないのでしょうか。 

② 和解合意が錯誤等があった場合，和解の無効を訴えることはできますか。 

（草野） 

① 「和解判決」は日本ではありません。裁判所の面前で当事者が合意することが和

解であり，裁判制度は当事者のためにあるので，判決よりも，当事者の私的自治の

原則が優先すると考えられています。 

したがって，当事者が訴外で和解してもよいです（「民法上の和解」）。 

当事者が訴訟を取り下げるのも自由です。 

話合いが付かないから判決をするのであり，話合いが付けば判決する必要はない，

というのが基本的考え方です。 

② 当事者が錯誤等により，和解すべきではなかったのに和解したという場合であっ

ても，和解については控訴はできません。 
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ただし，詐欺や脅迫に基づく「和解」は無効であると考えられています。 

その場合の解決策は，控訴ではなく，和解が無効であるから，事件は終了してい

ないと考え，元の事件につき，「期日指定の申立」を行うのが普通です。そして，弁

論を再開し，裁判官が当事者双方の申立を聞き，和解が有効であると判断した場合

は，「裁判終了」の宣言を行い，和解が無効であると判断した場合は，通常事件とし

て「判決宣告」を行います。 

他の方法として，強制執行の申立の場合は，請求異議の訴えを行います。また，

「和解無効の訴え」を別途提訴することもできます。 

（アンディ） 

草野先生の「和解技術論」を拝読すると，「判決派」・「和解派」という言葉が出てき

ますが，少しご説明ください。 

（草野） 

和解が今のように盛んになってきたのは，ここ 30 年くらいのことです。 

第２次世界大戦終了後のころの和解率は 20％程度でした。その頃の裁判官の考え方

は，判決が原則で，あまり和解をするな，というものでした。「和解判事になるなか

れ」と言われていたものです。 

ところが，事件数が増加し，和解しなければ未済が増えて困る事態になりました。

そして，和解をしてみると，当事者からは判決以上に喜ばれることも多かったので，

裁判官の中には和解を熱心に行う者が現れるようになりました。 

私自身も，司法修習生だったころは，判決の書き方しか習わず，和解のやり方は習

いませんでした。しかし，判決を書いても当事者から喜ばれず，和解の方が喜ばれた

ので，和解を熱心に行うようになったのです。しかし，その当時は，判決派の方の勢

力が強かったので，20 年以上前に「和解技術論」の前身に当たる論文を発表し，「和

解派のどこが悪い」という言わば判決派に対する挑戦状を出したのです。私の周囲に

も和解派の方はいましたが，「あくまでも判決が原則であり，和解ができればそれに

こしたことはない。」という程度の言い方しかしませんでした。私は，「和解の方が中

心である。私は『和解派』だ。」と宣言したのです。 

強い反発があるのを覚悟していたのですが，時代が味方しており，丁度私がこの論

文を発表した 10 年後ころには，判決派は消滅しまして，現在では，和解をすること

に疑問を持ったり否定的な見解を持ったりする裁判官はいなくなりました。そのお陰

で和解率が 30％に向上したのです。 

（裁判官参加者） 

① PERMA2/2003 の改正案では，調停中，当事者は財産を処分してはいけないという

規定がありますが，日本ではどうしていますか。 

処分禁止の方法は。 

処分禁止決定の担当者は，訴訟担当裁判官か，調停担当裁判官かどちらですか。 

② 調停人に倫理規則はありますか。 



 ICD NEWS  第32号（2007.9） 239 

（草野） 

① 調停には処分禁止の手続はありません。 

ですから，財産を処分されないようにするためには，別途仮処分の申立を行いま

す。本案訴訟があれば本案の裁判所に，なければ仮処分申請の管轄のある裁判所に

行います。 

② 調停委員の倫理規則というものは，ありません。 

調停委員も非常勤公務員ですので，公務員全般のための倫理規則はあります。 

調停委員は，常識の範囲で行動しており，あまり倫理規程などは意識しません。 

（アグン） 

１点目の質問についてＷＧとして，コメントしておきます。 

信義を持って当事者は話合いに参加しなければならない，という規定があり，その

一つの現れとして処分禁止規定を置きました。 

（草野） 

制度を活発化させるためには，アメとムチの２種類の方策がありますが，日本では，

ムチ（制裁＝サンクション）はほとんど使わないです。 

例えば，偽証罪の制裁規定は一応ありますが，実際にはほとんど使われていません。 

アメリカでは，キリスト教的背景があるせいか，偽証罪が非常に厳しいのですが，

日本では，証人は嘘を言うのが当たり前だと皆が考えているので，偽証罪を発動する

ことは誰も考えません。 

調停でも，不出頭に対し，過料の制裁の制度はありますが，使ったことはありません。 

日本では，制裁によって強制するというのが希薄な民族であろうと思います。 

制度が成功するか否かは，国民性にマッチしているかどうかが大事であろうと思い

ます。ですから，日本のこのやり方がインドネシアでマッチするかどうかは分かりま

せんが，日本の制度のお話を聞く際には，日本人がこのように「いい加減なところが

ある民族」だという点をご理解していただいた上で聞いていただきたいと思います。 

ですから，日本の裁判官は，途中の手続で厳しいことは余り言いませんが，「良い結

果を出す」ことに重点を置いています。和解は，合意で成り立つものですから，両当

事者が納得する良い合意内容に達することが大事であると考えています。 

（裁判官参加者） 

離婚訴訟では，話し合っている間に和解に至ることが多いのですが，インドネシア

の訴訟では，離婚事件では和解は禁止されているため，取下げさせるという形で決着

を付けています。日本ではどうですか。 

（草野） 

10 年くらい前までは，日本でも，離婚事件では和解はできないと解釈されていまし

た。そのため，「協議離婚をする」という合意をして離婚届に署名した上で，訴訟を

取り下げるという内容の和解をしていました。 

しかし，日本では，裁判所に行かなくても合意だけで協議離婚ができます。ですか
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ら，離婚事件で和解ができないのはおかしいという批判がありました。 

それで，１９９８年の民事訴訟法の改正で，離婚裁判でも和解ができるように改正

されました。 

（裁判官参加者） 

付調停の制度が非常に新鮮だったのですが，付調停の割合はどの程度でしょうか。

また，草野先生ご自身は付調停は好まれましたか。 

（草野） 

付調停の数は少ないです。付調停のメリットは，専門的な知識を要する事件で専門

家の調停委員を活用できることです。 

日本では，訴訟では，弁護士以外は代理人になれません。しかし，調停では弁護士

以外も代理人になれます。 

費用面でも，調停の方が特別の証拠調べについて，安い場合があります。 

また，農事調停において，田畑は農業委員会の許可がないと売買できないのですが，

農業委員会から小作主事を出してもらい，農事調停を行うと，その結果は，農業委員

会の許可と同じ効力があります。 

このように，日本での調停は，訴訟以上の特別のサービスを提供する手段として使

えるものであり，そのような特別なサービスを使いたいときは，私も付調停の制度を

活用して自庁調停を行います。 

その調停の結果は，和解と同じ効力，すなわち，確定判決と同じ効力（強制執行力）

があります。訴訟の取下手続も不要です。 

（裁判官参加者） 

インドネシアでは，日本の和解と同じようなダマイ（伝統的な話合いによる和解）

の制度があり，調停は新しい制度です。日本で和解がこれだけ盛んな理由は何でしょ

う。何か政府の後押しや広報活動はありますか。 

（草野） 

和解を殊更に広報するということはしていません。裁判と同じような公正なサービ

スの一つだからです。 

調停の場合は，国が特別のサービスとしてやっているので，普及したいと考えていま

す。ですから，調停協会で広報活動をしており，調停相談を裁判所や市町村で行ってい

ます。 

（田中） 

各地裁の待合室に置かれている一般市民向けリーフレットで，民事裁判の説明を１

枚で簡単にしている中には，「いつでも和解ができる」ということも説明しています。 

（草野） 

日本の地裁・簡裁の１階受付のテレビでは，訴訟手続の解説のビデオを流しています。

ファックス・サービスとインターネットのホームページで色々な手続の解説もしています。 

また，最高裁判例は，判決当日に最高裁の HP に掲載されます。 
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（裁判官参加者） 

インドネシアの民事訴訟の中に訴訟物について利害を有する者が利害関係人として

訴訟に参加することになります。利害関係人は，弁論への出頭義務があり，判決にも

拘束されます。利害関係人が出頭しないと訴訟ができず，調停もできないので，非常

に困っているのですが。 

（草野） 

日本の訴訟では，利害関係人はいますが，「参加してもよい」だけであり，参加する

か否かは自由であり，不参加だからといって訴訟進行に何らの障害もありません。 

利害関係人の例として，被告の保証人などがあり得ます。 

このような利害関係人が出頭しなくても，訴訟も和解もできますが，利害関係人が

いないことで実質的に完全な紛争解決ができず，実質的に和解ができないことはあります。 

また，訴訟告知の制度があり，密接な利害関係人に対し，告知をすることがあり，

その場合，告知を受けた利害関係人は，訴訟へ参加するかどうかは自由ですが，判決

に拘束されます。 

日本では，必要的共同訴訟はありますが，「準当事者」という概念はありません。 

（アンディ） 

「準当事者」という言い方は正しくなく，実務上，原告が，密接な利害関係人を「第

２，第３の被告」として指名して通知するような感じです。これらの者は当事者意識

はないが，被告なので，不出頭が多く，困る事態が多いのです。 

例：物がＡ→Ｂ→Ｃと譲渡され，Ｃが所持しているとき，ＸがＣを提訴すると，Ｂ，

Ａも被告とするのです。 

（草野） 

日本では，主たる債務者と連帯保証人は別々であり，訴訟提起はそれぞれ行わなけ

ればなりません。譲渡人と譲受人も別々です。なぜなら，そうでないと訴訟がやって

いけないからです。 

今の例では，Ｃだけを被告とすれば十分です。 

ＢやＡまで被告として抱え込まなければならないとすると，訴訟が動きません。 

もしＢやＡが文句があるなら，自ら積極的に訴訟に参加してくることはあります。

参加という制度です。自ら参加する場合は，出頭してきます。もちろん，別々の訴訟

であるために，結論が異なるなど，不都合が生じることはあり得ますが，それ以上に

訴訟指揮のしやすさという点で別に扱う方が実務上便宜です。 

例えば，債権者Ｘの権利を害するため，債務者が第三者Ｙに物を譲渡する詐害行為

の場合，Ｘは，詐害行為取消権に基づき，Ｙだけを提訴すればよいのです。 

ただし，日本でも，50 年くらい前は，債務者とＹと両方を提訴する必要があるとい

う考え方がありました。 

（アンディ） 

制度の違いはよく分かりました。ただ，私たちは，主たる被告以外の者が不出頭の
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場合，和解合意できても，不参加の「被告」らが上訴することがあるのです。 

（草野） 

日本では，ＸとＹ１との間の和解について，Ｙ２は上訴できません。 

ＸとＹ１との間の和解は確定しているからです。 

Ｙ２は，上訴ではなく，別訴を提起することになります。 

日本では，「文句を言ってきた人には面倒を見るが，権利の上に眠っていて文句を言

ってこなかった人は救済しない」という考え方なのです。 

（アグン） 

この点は，現在，非常に実務上の問題となっています。それで，最高裁判決で，元々

の被告だけを被告とした判決も調停も有効だという判断を示したのを２件出しており，

各地裁等の現場に浸透させたいと考えていますが，まだまだ浸透していません。 

（草野） 

日本では，理論上正しいかどうかより，実務が動くかどうかが大事で，判例も変わ

ってきました。 

例えば，必要的共同訴訟の範囲もどんどん狭く限定的に解釈されるようになりました。 

（アンディ） 

裁判官としては，誰が被告であるかきちんと判断しなければなりません。証人を呼

べば彼らも利害関係はあるといえるが，皆被告になるわけではないのです。 

（草野） 

日本では，文句を言いそうな利害関係人には，訴訟告知をして「参加できる」と知

らせるだけです。参加したければしてもよい。不出頭でも裁判所が拘束されるわけで

はありません。 

（アンディ） 

時間が過ぎましたので，これで終わりにしますが，最後に我々が良いメディエータ

ーになるために草野元判事からお言葉をお願いします。 

（草野） 

熱意と粘りが大切です。人は，熱意に答えてくれます。熱心にやれば何件かは必ず

成功します。この成功体験も大切です。成功すればもっとやろうと意欲が出るからで

す（拍手）。 

 

引き続き，昼食会となり，同会議室の約４分の１を仕切っていた背後の衝立が外され，

既に並べられていた料理をビュッフェ形式で会食となった。 

食後，アンディ所長より，草野先生，田中，呼子氏に対し，記念品が贈呈された。 

 

２ その他の意見交換 

ＷＧのメンバーである弁護士２名の事務所を訪問し，ＷＧメンバー以外の弁護士らと

も意見交換する機会があった。渉外ビジネス法務における調停等の ADR の必要性が相当
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高いことがよく分かった。 

また，最高裁会議室において，WG と意見交換を持ったところ，来日経験のないメンバ

ーから，日本の和解・調停制度について草野教授に多くの質問がなされ，セミナーが非

常に良い刺激になっていることが伺えた。 

 

３ 資料収集顛末記 

草野教授は，インドネシア語の学習にも非常に熱心であり，インドネシア民事訴訟法

に関する正しいインドネシア語の法律用語を知るため，インドネシア語の民事訴訟法に

関する書籍についてＷＧメンバーの弁護士・大学教授らに法律図書を売っている大型書

店と民事訴訟法の良書の著者名を確認した上，郊外の大型書店に行き，購入された。 

また，当職も，インドネシア語と英語の法律用語集などを購入することができ，大変

有意義であった。 

 

終わりに 

法整備支援活動では，現地のニーズに対応し，現地で適用可能な支援をするため，現地専

門家の活動は極めて重要である。 

しかし，現地専門家として派遣できるのは比較的若手の実務家（多くは弁護士）であるか

ら，その知識・経験には自ずと限界があることも否めない。 

これを補うために国内に知識・経験の豊富なアドバイザリー・グループを設け，現地専門

家の活動をサポートするわけであるが，やはり，現地状況を全く直に見聞しないで助言する

よりは，現地の空気を吸い，人々と接し，一般市民の生活状況を観察しなければ，彼らの生

活に役立つように法整備をするという視点からの活きた助言活動をすることはできないであ

ろう。 

今回，草野教授が初めてインドネシアを訪問され，まず裁判官同士で意見交換をすること

でインドネシア側の関心事項をよく知った上で多様な聴衆を前にしたセミナーを行うことで

草野教授自身のセミナーも成功裏に終わることができたと思う。 

また，普段はＴＶ会議でしか話せない現地専門家とも，細かいことまで相談でき，ブレー

ン・ストーミングの中でより良いプロジェクトの進行計画を練り直すことができた。 

JICA プロジェクトは，様々な「投入」をより効果的に活用することが求められているが，

本現地セミナーは，正に効果的活用の実例であったといえる。 
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現地写真 
 １ ８月１３日 南ジャカルタ地裁訪問，裁判官との意見交換会 

    
通常の裁判官室（３人部屋）                 大法廷 

 

     
   書記官室の刑事事件の記録           会議室における裁判官との意見交換会 

 
２ ８月１４日現地セミナー 

                                                                                     
セミナー会場（サリ・パン・ホテル）     左からアグン最高裁調査官，呼子通訳人，草野教授 
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３ ８月１５日午前 フィルマンシャ弁護士の事務所と同事務所階下分室の図書室 

                                                                                    
 

４ ８月１５日午後 最高裁会議室におけるＷＧとの意見交換会 

                                                                                    
 

５ ８月１５日夜 最高裁主催夕食会 

                                                             
 

 

 

 

左からアンディ南ジャカルタ地裁所長，デヴィ判

事，草野教授，当職，ハリフィン・トゥンパ最高

裁判事 
 

左から判事２名，草野教授，IICT（調停人認

証機関）ファタヒラ氏，ルットフィ・ヤジッ

ド弁護士，タクディル教授，判事１名 
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日本の和解・調停制度の特色 

学習院大学法学部・法科大学院 

教授 草 野 芳 郎 

第１ 日本の和解と調停の基本的ポイント 

１ 和解とは，具体的な訴訟事件において，担当裁判官の面前で紛争を解決する内容の合

意をいう。 

２ 調停とは，具体的な調停事件において，調停委員会の面前で紛争を解決する内容の合

意をいう。 

３ 同一なのは，成立した合意が記載された調書は，和解調書も調停調書もいずれも確定

判決と同一の効力を有するとされる点である。 

 

第２ 和解について 

１ 歴史  

日本の近代化（明治維新） １８６８年 

裁判所の設置       １８７５年  勧解(conciliation)の導入(仏法系) 

勧解は，口頭でも受理され，法律によらない解決が可能であった。 

明治民事訴訟法の施行   １８９１年  和解の登場と勧解の廃止（独法系） 

法律による解決を原則とした（不平等条約の撤廃を目指したため） 

平成民事訴訟法の施行   １９９８年  和解を利用しやすくする規定の新設 

２ 特色 

Ⅰ 条文がシンプルにできている（基本条文は２条のみ） 

① いつでもできる。 

訴え提起後から判決確定前まで，いつでも何回でも可能。期間制限なし。 

弁論や証拠調べの途中でもできるし，裁判所外でもできる。書面和解，裁定和解

もある。 

一審だけでなく，控訴審，上告審でもできる 

第三者を利害関係人として引き入れたり，裁判になっていない紛争を入れて一括

解決することも可能 

② 成立した合意は確定判決と同一の効力を持つので，強制執行できる債務名義とな

る。 

Ⅱ 裁判官の姿勢 

１９８０年以前くらいまでは，「和解判事となるなかれ」という教訓が語られ，裁判

官は判決を中心にし，ポーカーフェースで事件を処理することが一般的だった。 

１９８０年以後は和解に熱心な裁判官が増加し，現在では積極的に和解をすること

が当たり前な状況となっているし，心証開示も広く行われている。 

２００５年の地方裁判所第一審事件では，和解が 34.1％，対席判決が 29.9％，欠席

判決が 16.9％，取下げ 15.6％であった。 
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Ⅲ 日本の裁判所では，和解をする裁判官と判決をする裁判官は同一であることが原則

であり，交互面接方式が主流である。 

第３ 調停について 

１ 歴史 

借地借家，小作，商事，金銭消費貸借関係の紛争が増加したために，社会不安の除去

を目的に，訴訟を好まないという当時の日本人の意識に配慮して調停が誕生した。統一

した調停法は作られず，各紛争ごとの個別の立法となる。借地借家調停法が最初にでき，

１９２２年施行された。 

当初は期待したほど利用されなかったが，１９２３年９月１日に関東大震災が発生し

て，事態が一変した。９月２５日東京市内 12 か所に調停委員会出張所を設け，裁判官

20 数名，調停委員 100 余名が調停事件を処理した。利用者が殺到し，翌年７月までに

12,000 件を受理し，9,000 件が成立した。これ以後，調停に対する評価が高まり，国民

の間に定着した。 

各調停を統一した民事調停法は１９５１年施行された。なお家事調停は統一されず別

の制度（家事審判法）となっている。 

２ 特色 

Ⅰ 民事訴訟手続とは別個の手続である。日本では，判決を望まず，話し合い解決を希

望する人が利用することを予定している。 

Ⅱ 解決主体は調停委員会（裁判官＋複数の調停委員）が原則であるが，例外的に裁判

官による単独調停も認められている。 

Ⅲ 民事訴訟を担当している裁判所は，調停に付することができる。管轄の裁判所でや

ってもらうこと（他庁調停）もできるし，自分でやること（自庁調停）も可能である。 

民事訴訟を担当する裁判所が調停に付するメリットはいくつかあるが，その一つに

専門家調停委員を活用することがある。この場合，原則として，調停の経過，内容は

民事訴訟裁判所の資料とはならないが，専門家調停委員の意見書などは，証拠として

出すように指導している。 

調停が成立した場合は，民事訴訟事件は法律上当然に取り下げられたこととして処

理され，別に取下手続を必要としない。 

Ⅳ 調停で合意ができなかった場合には，調停に代わる決定ができる。 

Ⅴ 調停委員は非常勤の公務員であり，報酬の支払いを受ける。 

Ⅵ 調停費用は，民事訴訟費用の半額であるが，調停制度の運営の費用については利用

者は負担しない。 

Ⅶ 民事調停は，主に簡易裁判所で行われているが，地方裁判所，高等裁判所でも可能

である。家事調停は家庭裁判所のみが可能と解されている。 

 

第４ おわりに 

インドネシアと日本の置かれている状況の違いなどから，機械的に日本のやりかたを
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インドネシアに導入してもうまく行くとは思われない。双方の国民性，歴史，文化など

の違いを超えた人間としての共通の視点からみて，日本の制度の良いところを導入し，

インドネシアの状況に合うよう改良していただきたいと思う。そのためには，私は，全

力をあげて協力することを誓うものである。 
 



別添 ３ 

250 

民事調停 
 
１．意義 

民事に関する紛争につき，調停機関があっせん・仲介して，当事者の互譲により，

条理にかない実情に即した解決を図ることを目的として，民事調停法の定める手続

により行われる紛争解決制度（民事調停法第１条） 
 
２．特色 

（１）紛争の実情に即した柔軟な解決及び紛争の全体的な解決 
法律に基礎を置きながらも，法律のみにとらわれず，当事者の合意により，

紛争の実情に応じた柔軟な解決を図ることができる。 
（２）調停では，訴訟と異なり，申立人が申し立てで取り上げなかった権利義務関

係も調停の対象に取り入れて，当事者間の法律関係を全面的に解決することが

できる。また，当事者の合意を基礎とするため，話し合う中で感情的対立が解

消され，円満な解決も期待できる。 
（３）簡便な手続による迅速な解決 

訴訟ほど手続が厳格ではなく，十分な法律的知識を持たない当事者でも，自

分で申立をして，手続を進めていくことができる（申立書には紛争の要点を記

載すればよい。当事者本人が出頭するのが原則であり，調停委員会が当事者か

ら自由な形で話を聞きながら事実を確定していく） 
→調停事件のほとんどが代理人の関与なく本人自らが調停に臨んでいる。 

（４）申立費用は訴訟よりも安い（申立手数料は訴訟の手数料の半分程度） 
（５）事件の終了までの時間も比較的短時間で済む 

＊ 平成１７年 民事調停事件の平均審理期間 ２．０か月 
家事調停事件        ４．５か月 

地方裁判所の通常訴訟の平均審理期間 ８．４か月 
（６）非公開制度 

訴訟は公開原則に対し，調停手続は非公開とされている。 
→非公開のため，当事者が気兼ねなく話し合いをすることができる。 

（７）民事調停委員の関与 
社会のさまざまな分野で豊富な知識，経験を有する調停委員が関与し，そ

の知識，経験を反映させることにより妥当な解決に導くことができる。 
（８）判決と同様の効力 

調停が成立した場合には，判決と同様の効力を生じ，調停の合意内容に従

わないときには調停調書に基づいて強制執行をすることができる。 
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３．付調停～訴訟中の事件を訴訟に付する場合について 
民事調停法は，当事者の申立てにより開始する調停事件（民事調停法２条）とは

異なり，訴訟となっている事件について，その事件を審理している裁判所が適当と

認める場合に，職権により事件を調停に付するという制度を設けている（民事調停

法 20 条１項本文）。これは職権でのみ行うことができ，当事者から調停に付する

ことを申し立てることはできない。 

訴訟事件を調停に付する場合，調停の主宰者は，調停を担当する別の裁判官に交

代してもいいが，元々訴訟を担当していた裁判官が自ら主宰することもできる（ど

ちらの場合も，調停委員会によること，裁判官が単独で調停を行うことのいずれも

可。）。 
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訴訟上の和解 
 
１．意義と法的根拠 

訴訟の係属中に，裁判所の面前で，訴訟を終了させる目的をもって，訴訟の当事

者が，訴訟の対象となっている権利に関して，互いにその主張を譲歩して，争いを

解決する合意。 

裁判所は，訴訟がいかなる程度にあるかを問わず，和解を試みることができる（民

事訴訟法 89 条）。 

また，和解を調書に記載したときは，その記載は，確定判決と同一の効力を有す

る（民事訴訟法 267 条）。したがって，裁判上の和解が成立すれば，原則としてこ

れによって紛争が終局的に解決され，訴訟事件も終了する。また，和解調書に基づ

く強制執行もできる。 
 
２．和解のメリット 

① 紛争解決の妥当性 
和解では，判決によって一刀両断に全か無かの解決をするのではなく，原告

と被告とで利益を分け合うような解決をすることや，被告の支払能力に応じて

分割払いを認めるなど，妥当な解決を図ることができる。 
② 紛争解決の迅速性 

和解は，調書に記載されると確定判決と同一の効力を持つので，上訴される

ことがない。また，訴訟のどの段階でも和解することができるので，人証の証

拠調べ等で審理が長期化する前に和解で訴訟を終了させるということも可能

となる。したがって，紛争の早期解決が可能となる。 
③ 履行の確実性 

当事者の合意による任意の紛争解決であることから，判決の場合よりも任意

の履行を期待することができ，強制執行を回避できる可能性が高い。 
３．日本における和解の活用 

日本では，地方裁判所における第一審の訴訟事件の３割以上が和解により終局し

ている。日本では，和解が非常にうまく機能しており，重要な紛争解決手段である

といえる。 
 

４．和解勧告の時期と基準 
上記のとおり，日本では，裁判上の和解は，訴訟のどの段階においても試みるこ

とができるとされ，この点は，第１回目の審議の日に調停を勧告しなくてはならな

い（裁判における調停手続に関するインドネシア共和国最高裁判所規則２００３年

第２号第３条）とするインドネシアの調停制度とは異なる。 
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裁判上の和解は，事案の内容や当事者の意向に応じて，和解勧告がふさわしいと

思われる時点で，柔軟に行われている。 
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To : icdmoj@moj.go.jp 
From : Asia 

E ~ MAI L 

 

ハノイの建物 
 

最近，ハノイでも高層ビルが増えています。タンロン工業団地には立派なマンション

が建ち並んでいますし，日本人が多く居住するハノイタワーも 25 階建て，話によると

JICA 現地事務所の隣にはこれから 60 階建てのビルが建築されるのだとか。さて，街中の

高層ビル，私が見るかぎり，大枠部分だけ鋼材（細いです）とコンクリートで作り，あ

との壁など大部分はレンガを積み上げて建てています。見るかぎりの建築中のビルはほ

ぼ残らず大部分がレンガで出来ていると言っても過言ではないくらいです。三匹の子豚

の童話ではレンガ作りの家が一番丈夫なものとして描かれていますが，耐震構造が重要

視される日本の厳しい建築基準にはおそらく合格しないでしょう。だいたい，ベトナム

にはほとんど地震がなく，私も赴任後に震度１くらいの微震を１度だけ経験しただけで

す。でも，そのときベトナム人のスタッフは小学生以来の地震だと非常におののいてお

り，地震に対する備えなど考える必要がないくらいベトナムでは地震がないのだなと感

じました。ちなみに，私が住んでいるのはハノイタワー，当然ながらレンガ作りの 25 階

建て，地震が来ないことを心から祈る毎日です。 

（ＪＩＣＡベトナム長期派遣専門家 伊藤 文規） 
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～国際協力の現場から～ 

 

国際協力部の勤務を経験して 
 

 

大阪地方検察庁企画調査課長（前統括国際協力専門官）    

樽野 晃夫   

 

私は，平成１８年４月から１年間法務省法務総合研究所（以下「法総研」という。）国際協

力部にお世話になり，国際協力部が行っている法整備支援の仕事のお手伝いをさせていただ

きましたので，個人的に思うところを述べさせていただきたいと思います。 

 

私は，平成１６年４月に二十数年間勤めた大阪地検から初めての広域異動で法総研の統括

研修専門官に異動となり東京へ行き，２年間主に検事研修のお手伝いをさせていただきまし

た。東京での生活も単身赴任も初めてで，また，それまで検察から離れて仕事をしたことも

ないという初ものづくしで，当然，法総研という組織についての知識もあまりなく，研修を

するところ・・，犯罪白書を作成しているところ・・という程度でした。 

法総研には，総務企画部，研究部，研修１～３部，国際連合研修協力部（アジ研），国際協

力部と多くの部があり，それぞれに事務的な仕事をする専門官が全国の各組織から集まり，

配置されています。各部は，いわゆる「赤れんが」，法務省浦安センター，府中，大阪と各地

に分散されており，その中でも大阪にある国際協力部は本所（赤れんが）との距離の関係か

らも，各事務を担当する統括でさえも２～３か月に一度開催される月例会で顔を合わす程度

であることから，国際協力部の業務内容については，同じ法総研に勤務しながらも実際のと

ころどういうことをしているのか，お恥ずかしい話ですがほとんど知りませんでした。そん

な私が，昨年４月に国際協力部に異動することになりました。実際，東京から地元大阪に戻

れるということは喜びではありましたが，私は生まれも育ちも大阪の河内地方で，いわゆる

コテコテの大阪人であり，海外には，二十数年前に新婚旅行でアメリカに行ったきり，その

後一度も外国へ行ったことがなく，ましてや語学力のない私が「国際・・」「国際協力部」に・・・

不安だらけで４月を迎えてしまいました。元来「何とかなるやろ」という楽天的な性格の私

が国際協力部に着任しましたが，とんでもない部署に来てしまったというのが第一印象でし

た。国際協力部が法整備支援を行っている対象国として，ベトナム，カンボジア，ウズベキ

スタン，ラオス，インドネシア等の国がありますが，お恥ずかしい話ですが，それらの国の

場所さえも正確に分からないし，決裁書類を見ても，机に座っていても，周りから聞こえて

くるのは，R/D，ODA，JICA，OSIC，JICE，SPP，SPC，etc．？？？などの専門用語（業界用語？）

で横文字の苦手な私には，何のことやら全然分からない？？？，今までの二十数年の検察で

の経験は何の役にも立たないことから，この先どうなることやらと先行き真っ暗で不安一杯
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の状態でした。 

しかし，異動後，当時の部長から勉強会と称して，定期的に国際協力部の業務や法整備支

援を行っている国等の基礎的知識について御説明をいただいたことは，全く未知の世界に飛

び込んだ素人の私にとっては大変ありがたいものでした。 

国際協力部には，私のような検察以外に，法務局，矯正（刑務所等）出身者など法務省の

各組織から来た職員がいます。それぞれの人が国際協力の仕事が初めてであるにもかかわら

ず，バリバリと仕事をこなしている姿をみると自分の不甲斐なさが改めて身にしみてきまし

た。 

そうこうしているうちに，数か月が過ぎ，何とか国際協力部の一員として仕事ができるよ

うになってきたとき，国際協力部長のお伴でベトナムへ出張に行くことが決まりました。私

にとっては二十数年ぶりの海外であり，出発日が近づくにつれて不安で一杯でした。いざ関

空を出発し，ベトナムへ到着し JICA，SPP，SPC（この頃には普通に専門用語が出てきました）

等の関係機関を訪問して，私たち国際協力部が今まで行ってきた法整備支援活動が着実に実

を結んでいることが目の当たりに実感でき，そのころには出発前の不安もどこかへ飛んでい

き，我々国際協力部の仕事の重要性をより理解することができましたし，国際協力部の職員

であることを誇りに思ったことを思い出します。 

また，その他在任中にカンボジアの司法大臣の招へいもありました。一国の大臣を日本に

招へいするにあたっては本当にたくさんの事務手続があり，本省の関係部署及び関係機関の

御協力を得て何とか滞りなく行事が終了し（多少？のトラブルやハプニングは当然ありまし

たが），本当に何か月も前から計画していても直前になるといろいろとあるものだと実感いた

しました。専門官も大変であったと思いますが，一つの大きな行事を済ませたという満足感・

充実感を味わいました。 

私のように国際協力に全く縁のなかった者が，国際協力部に１年間お世話になり，我が国

が行っている法整備支援の重要性が少しでも理解できたと思っています。自分の育ってきた

環境とは異なる分野での仕事で，満足な結果は残せませんでしたが，充実感のある仕事でし

た。国際協力部の業務に対して，少しでも興味を持たれた方は，どんどん国際協力部を訪問

していただきたいと思いますし，異動先として希望してみてはいかがでしょうか。 

最後にベトナム出張の際には，当時 JICA の長期派遣専門家として活動されていた森永・國

分専門家には，お忙しいところ，公私にわたり大変お世話になりましたことを紙面をお借り

してお礼申し上げます。 
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ベトナム司法省にて。左からベトナム司法省ガット国際協力局長， 

当部稲葉部長，ベトナム司法省ゴック国際協力局上席専門官 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JICA ベトナム事務所にて。左から JICA ベトナム事務所東城次長，同所中川所長，当部 

稲葉部長，当職，JICA ベトナム事務所池原所員（当事）,國分長期派遣専門家（当事） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ベトナム最高人民裁判所にて。左から当職，ベトナム最高人民裁判所クオン裁判理論研究所副所長，当部 

稲葉部長，森永長期派遣専門家（当時），ベトナム最高人民裁判所タイン裁判理論研究所法律専門官 
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～活動報告～ 
 

１ 国内における活動（本邦研修・セミナー等：2007.4.1～2007.9.30） 

ベトナム 

6.26～7.5 ベトナム最高人民検察院招へい(招へい専門家２名，大阪・東京) 

カンボジア 

5.2 カンボジア遠隔セミナー（RSJP プロジェクト） 

7.9～7.20 第３回カンボジア法曹養成支援研修（研修員 16 名，大阪・東京） 

9.13～9.14 カンボジア遠隔セミナー（RSJP プロジェクト） 

ウズベキスタン 

8.31～9.5(9.7) ウズベキスタン倒産法注釈書活用促進に向けたワークショップ（大阪）

（招へい専門家３名，研修員２名） 

9.3 公開セミナー「ウズベキスタンにおける倒産制度・実務の現状と今後の

課題―倒産法注釈書作成支援を通じて―」（大阪） 

9.30 ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト終了 

中国 

9.20～9.21 第 12 回日中民商事法セミナー（東京・大阪） 

韓国 

6.11～6.20 第９回日韓パートナーシップ研修（日本セッション）（研修員 10 名，東

京） 

その他 

9.28 大阪地方裁判所等新任判事補との座談会（大阪） 

（注）RSJP プロジェクト：「カンボジア王国裁判官・検察官養成校(Royal School for Judge and Prosecutor)

民事教育改善プロジェクト」 

 

２ 海外における活動（現地セミナー，海外派遣等：2007.4.1～2007.9.30） 

ウズベキスタン 

6.26～7.4 ウズベキスタン倒産法注釈書発刊プレゼンテーション（タシュケント市）

7.24～7.27 ウズベキスタン倒産法注釈書プロジェクト終了時評価現地調査団派遣

（タシュケント市） 

7 月～8 月 ウズベキスタン倒産法注釈書発刊地方セミナー（フェルガナ市ほか） 

中国 

6.10～6.20 中国民事訴訟法・仲裁法改善プロジェクト事前調査団派遣（北京市） 

インドネシア 

8.12～8.18 インドネシア現地セミナー（ジャカルタ市） 

その他 

4.27～ 5.7 法務大臣政務官海外出張（ベトナム／ホーチミン市・ハノイ市，カザフ

スタン／アスタナ市，ウズベキスタン／タシュケント市） 

8.22～8.30 法務総合研究所長カンボジア・ベトナム出張（プノンペン市・ハノイ

市） 

 

３ 開催予定セミナー等 

2008.1.18(金) 第９回法整備支援連絡会（大阪，東京〔テレビ会議システム使用〕） 

2008.2.18(月) 「アジア株主代表訴訟セミナー」（大阪）             
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－ 編 集 後 記 － 

 

先日，夏季休暇でインドネシアのバリ島を訪れました。観光地を避け，都会から車で３時

間ほどの農村地帯を訪れましたが，人々が日々の供物をかかさない様子を見たり，地元の方

から叙事詩「ラーマーヤナ」における神話を伺ったりすることができ，人々が神を敬いなが

ら生活している姿に強い感銘を受けました。また，本邦研修で当部にいらっしゃるインドネ

シア研修員の方々も同じような姿勢を持っておられ，昼食時などに「君と神について話した

い。」「日本人の中には宗教を信じない人もいるようだが，そういう人たちは一体何を信じて

生きているのか。」などと熱心に尋ねられます。インドネシアを訪れて，日本が近代化以降に

徐々に失っているのであろう豊かな精神世界に接し，心が洗われる気持ちになりました。 

さて，本号の巻頭言は稲葉国際協力部長による『法整備支援論』（香川孝三先生・金子由

芳先生編著，ミネルヴァ書房）の書評です。日々の業務では具体的案件への対応に追われ，

なかなか思い至らない視点を本書からたくさん学ぶことができ，読めば読むほどためにな

る本ですので，是非 ICD News と『法整備支援論』を併せて御覧いただければと思います。 

次に，本号の特集記事は「ウズベキスタン共和国倒産法注釈書の発刊」です。当部国際

会議室で９月３日に開催した公開セミナーの講演録や配布資料も掲載しておりますので，

当該公開セミナーの雰囲気も併せて伝われば幸いです。注釈書草案の完成に向けて，ウズ

ベキスタン倒産法注釈書作成支援作業部会の先生方，松嶋長期派遣専門家，当部伊藤教官

らが苦心され，ウズベキスタン側担当者と激論を交わした日々がまるで昨日のことのよう

に思い出されます。本プロジェクトのために長年御尽力くださった関係者の皆様方，本当

にありがとうございました。 

また，本号の国際研修として，本年２月から３月にかけて実施した国際民商事法研修と本年８

月に実施したインドネシア現地セミナーとを掲載いたしました。当部は「民商事分野に関するJICA

国別研修を実施している部署」というイメージでつい見られがちなのですが，実際には，刑事分

野に関する支援，JICA 地域別研修の実施，現地派遣（現地セミナー等）なども行っておりますの

で，上記２本の掲載記事から当部の様々な活動内容を知っていただければ幸いです。なお，大澤

加奈子弁護士による国際民商事法研修体験レポートは，日本人研修員の立場から見た大変興味深

い内容であり，本研修の醍醐味がよく表れているのではないかと思います。 

「国際協力の現場から」では，樽野前統括国際協力専門官に御執筆いただきました。現在

は，大阪地方検察庁で企画調査課長をされていますが，今でも研修員の検察庁見学などで，

当部の活動を後方から支援していたただいており，大変心強く感じております。 

最後に，本号には，「国際協力部からのお知らせ」として，法務省ウェブサイトの当部業務

紹介ページのリニューアルのお知らせを掲載しました。また，本号から，当部の最近の活動

の概要を紹介する「活動報告」ページを掲載いたします。今後も当部の活動をより分かりや

すい形で発信できるように工夫してまいりますので，当部の活動に変わらぬ御支援・御協力

を賜りますようお願い申し上げます。 

主任国際協力専門官  小岩 憲一郎 
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