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Ⅰ．はじめに 

 

１．検討の経緯 

 

 本協会では、平成 24年７月 30日に公表された「社債市場の活性化に関する懇談会」

（以下「本懇談会」という。）報告書「社債市場の活性化に向けた取組み」を踏まえ、

社債の発行市場の活性化を図るためには、主として信用リスクが相対的に小さい企業

にとって柔軟な対応を可能とする現在の社債発行環境は引き続き維持しつつ、信用リ

スクが相対的に大きい企業の社債発行及び投資家の裾野拡大に向けた環境整備を図っ

ていくことが必要であるとの認識の下、社債権者保護のあり方について検討を行い、

取組みを進めていくため、平成 25年２月、本懇談会のもとに「社債市場の活性化に向

けたインフラ整備に関するワーキング・グループ（以下「本ワーキング」という。）を

設置した。 

 本ワーキングでは、平成 25 年３月から平成 26年８月までの間、本ワーキングの法

律家メンバーを中心とした法的検討（以下「法律家会合」という。）、証券会社、銀行

等の実務家メンバーを中心とした実務的検討を含め、合計 11回にわたり検討を行った。 

 以下は、本ワーキングにおいて、社債権者保護のあり方について検討した結果を取

りまとめたものである。 

 

２．基本的な考え方 

 

我が国の社債発行市場は、信用リスクが相対的に小さい企業による社債発行が中心

となっており、こうした現状が我が国の社債市場の厚みを限られたものにしている。

特に信用リスクが相対的に大きい企業にとっては、経済・金融環境が急変し信用状況

が悪化すると、社債による長期の資金調達が困難となる状況が生じている。また、近

年、我が国の金融・資本市場においては、国際化の進展等に伴い、資産運用に対する

投資家サイドの意識変化が迫られている。 

こうした状況の下、社債市場の活性化を図るためには、信用リスクが相対的に大き

い企業による社債の発行環境を改善し、資産運用に対する投資家の意識変化への対応

を通じた投資家の裾野拡大が必要である。このためには、より一層、社債権者保護の

機能を充実させることが重要と考えられる。 

特に信用リスクが相対的に大きい企業の社債への投資においては、社債権者が発行

会社等からの情報に基づき、自ら判断を行い、能動的に行動し、企業の信用状態の変

化に柔軟に対応することが重要となる。このことを容易にするための方策として、社

債権者への情報伝達及び意思結集を容易にするための情報伝達インフラの整備が考え

られる。   
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また、多くの社債が社債管理者不設置債であるという現状の下で、投資家の裾野を

拡大し、特に信用リスクが相対的に大きい企業の社債発行を促すためには、発行会社

の財務内容等のモニタリングやデフォルト後の債権保全・回収に関して社債権者をサ

ポートする業務の担い手（以下「社債管理人」という。）を確保することが重要となる。

このため、上述の情報伝達インフラの整備に併せて、適切な担い手が、社債権者や発

行会社の属性に応じて社債権者保護の機能を発揮し、公正かつ効率的に活動すること

を可能とする社債管理人制度の検討が必要である。このような社債管理人制度を実現

させるためには、市場参加者のニーズを踏まえることに加え、フィージビリティの確

保という観点からは、社債管理人の業務の範囲や責任の限定・明確化について現行法

制を踏まえて検討を行う必要がある。また社債管理人制度の整備は、発行会社の債務

の機動的な再編にも資することになる。 

本ワーキングでは、以上の基本的な考え方を基に、社債権者保護の充実のための新

たな方策として、社債権者への情報伝達インフラの整備及び現行法の下で契約に基づ

き設置する社債管理人制度の創設について、具体的な仕組みの検討を行った。 
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Ⅱ．社債権者への情報伝達インフラの整備について 

本ワーキングでは、市場関係者からのヒアリング結果を踏まえ、社債権者へ個別に

伝達すべき発行会社の情報等について、伝達の担い手となる証券保管振替機構、口座

管理機関である証券会社、銀行を中心に議論を重ねてきた。 

検討結果に基づく社債権者への情報伝達インフラの概要及び検討経緯は、次のとお

りである。 

 

１．概要 

 

１．基本的な考え方  

(1) 信用リスクが相対的に小さい企業に加えて、信用リスクが相対的に大きい企業

も含めた多様な企業による社債発行及び投資の拡大を図るため、社債権者が発行

会社等からの情報に基づき判断を行い、社債権者の意思を結集することが容易と

なるような環境整備が必要である。このため、社債権者への各種情報の通知・連

絡方法について整備・拡充を図る。 

(2) 当面、証券保管振替機構の現行制度である「社債権者集会における対応に関す

るガイドライン（一般債振替制度）」（以下「現行ガイドライン」という。）の

内容を拡充したガイドライン（以下「新ガイドライン」という。）を策定し、現

行のインフラを活用することにより上記(1)を実現する。 

(3) 新ガイドラインの対象は、原則、一般債振替制度で取り扱う公募社債とする。 

 

２．社債権者への通知・連絡方法の整備（現行ガイドラインの拡充） 

新ガイドラインで定めるべき利用目的・通知事項・利用者は、下記のとおりとす

ることとする。 

(1) 社債権者集会に関する事項の連絡 

① 発行会社や社債権者が社債権者集会の開催の是非等を判断するために必要

と考えられる下記事項の連絡については、社債権者集会の開催にかかわらず、

新ガイドラインに基づく通知インフラ（以下「本インフラ」という。）の利用

を認めることとする。 

イ．発行会社による社債権者への事前説明 

ロ．社債権者集会招集のための意向確認 

② 利用者は、発行会社・破産管財人・更生管財人・再生管財人（以下「破産管

財人等」という。）、社債管理者、社債権者、社債管理人とする。ただし、 
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社債権者の利用については、本インフラの濫用及び目的外利用等を回避するた

め、①社債権者集会の招集権を持つ社債総額の 10分の１以上の保有者（以下「特

定少数社債権者」という。）とする、②その他具体的方策については別途証券保

管振替機構において検討する。 

(2) 社債デフォルト時における情報の連絡 

① 社債がデフォルトし法的整理等が開始された場合において、社債権者が債権の

保全・回収に必要な情報の提供、及び発行会社・破産管財人等における法的整理

等を円滑に進めるために必要な下記事項の社債権者への連絡については、本イン

フラの利用を認めることとする。   

イ．法的整理等の手続開始 

ロ．債権者説明会の開催 

ハ．破産管財人等への連絡先その他情報の提供依頼 

ニ．債権届出に関する情報 

ホ．債権者集会の開催（出席、議決権行使の依頼を含む）  

② 利用者は、発行会社、破産管財人等、社債管理者、社債管理人とする。 

(3) 社債要項に定める通知事項の連絡 

① 社債要項に定める通知事項のうち、社債権者にとって有益又は社債権者の投資

判断に影響を及ぼすことが考えられる重要な下記事項で、かつ一般に公表された

情報の通知を目的とする連絡については、本インフラの利用を認めることとす

る。 

イ．組織再編の際の社債の取扱い 

ロ．コベナンツへの抵触 

ハ．期限の利益喪失 

 ② 利用者は、発行会社、社債管理者、社債管理人とする。 

(4) 発行会社の債務再編に係る事項の連絡 

 ① 発行会社の債務再編が柔軟に行われるよう、例えば、下記の際、発行会社が、

社債権者の意向確認のため、本インフラの利用を認めることとする。 

  イ．社債の買入消却 

  ロ．私的整理 

 ② 利用者は、発行会社とする。 
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２．検討経緯等 

 

上記概要１．（２）のとおり、社債権者への通知・連絡は、証券保管振替機構（以下

「保振」という。」のインフラを利用し、口座管理機関を通じて行われるため、投資

家及び発行会社のニーズを踏まえつつ、保振、口座管理機関の負担にも配慮した検討

を行った。特に、通知事項の策定については、口座管理機関が顧客サービスの範囲内で

過度な負担なく対応できることを前提に、これまでの口座管理機関の実務を踏まえたう

えで検討を行った。 

上記概要に規定する社債権者への通知事項、利用者の見直しの際に指摘された主な

意見は、次のとおりである。 

 

＜社債権者集会に関する事項の連絡＞ 

 本ワーキングでは、社債権者集会に関する事項の連絡については、以下の意見を踏

まえ、現行ガイドラインに規定される社債権者集会開催の通知以外に、「発行会社に

よる社債権者への事前説明」及び、「社債権者集会招集のための意向確認」の連絡に

も利用できるよう、通知事項を拡充すべきとの結論に至った。 

 また、当該通知事項の利用者として想定される社債権者の利用については、以下の

とおり慎重な意見も出されたが、本制度の趣旨は、現状発行が少ない「信用リスクが

相対的に大きい企業」の社債の発行促進であるため、現状でなく将来（多様な企業の

社債が発行された状態）を見据え制度設計すべきとの考えから、社債権者による本イ

ンフラの濫用及び目的外利用等を回避するため制限を設けることを前提に、社債権者

３．社債権者からの照会等への対応 

 本インフラを利用した連絡事項に関し、連絡後の社債権者からの照会等に対し

ては、本インフラの利用者が説明義務を負い、証券保管振替機構及び口座管理機

関は説明義務を負わない旨、明確化することとする。 

 

４．費用負担 

  本インフラの利用における費用負担については、原則利用者負担とし、利用実

績等を踏まえ、費用のあり方について検討を行う。 

 

５．ガイドラインの見直し 

日本証券業協会及び証券保管振替機構は、原則として３年毎に、新ガイドライ

ンの内容及び費用負担等の見直しを行う。 
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の利用を認めるべきとの結論に至った。 

 

① 発行会社による社債権者への事前説明 

 社債権者集会の開催に向けて、発行会社は個別に知れたる投資家に対して事前

説明を行っている現状を踏まえ、社債権者集会の開催が未確定の場合において

も、社債権者に対してもれなく事前説明を行うために本インフラを利用するこ

とは有用ではないか。 

 今後、コベナンツ抵触時の対応が多様化し、コベナンツの放棄や変更といった

対応へのニーズがでてくれば、社債権者集会の準備会合等の呼びかけに利用す

ることも想定されるのではないか。 

 

② 社債権者集会招集のための意向確認 

 今後、社債権者が能動的に行動しなければならない局面も想定され、社債権者

同士が連絡を取るための手段としても本インフラの利用が考えられるのでは

ないか。 

 我が国には社債権者がコンソーシアム（利害の共通する複数の社債権者で構成

される社債権者団）を形成する実務慣行がないため、現時点においてどの程度

のニーズがあるかは分からないが、今後コベナンツの多様化を図り、社債の発

行会社の裾野を広げるための取組みが行われていくことを踏まえると、将来的

なニーズも見越した制度設計が必要なのではないか。 

 

③ 社債権者の利用 

 社債権者が行動を起こすことによって回収率を高められる可能性が生じるの

であれば、社債権者が利用できるインフラがあっても良いのではないか。 

 本制度の基本的な考え方である「信用リスクが相対的に大きい企業」の社債発

行の促進を図るのであれば、そうした企業の方が、より一層社債権者側からの

一定の行動を必要とする場合が想定されるため、社債権者の利用を認めるのが

本来のあるべき姿ではないか。 

 現状、投資家は本インフラを利用する必要性を感じておらず、基本的には発行

者が利用することで問題ないのではないか。 

 社債権者の利用は、コンソーシアム形成のための他の社債権者への意向確認の

場面が想定されるが、主な機関投資家の意見を踏まえると、現状のニーズは余

り感じられないため、当初は社債権者の利用を見送り、日本の社債市場が成熟

し、具体的な必要性が生じた際に再度検討を行うこととしてはどうか。 

 不特定の社債権者による社債権者集会招集の意向確認について本インフラの

利用を認める場合、目的外利用（例えば、他の社債権者の情報を収集・把握す
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るためだけの利用等）や反社会的勢力による利用等のリスクを回避するための

検討も必要ではないか。 
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＜社債要項に定める通知事項の連絡＞ 

 本ワーキングでは、社債要項に定める通知事項の連絡については、社債権者にと

って特に重要と考えられる「組織再編の際の社債の取扱い」、「コべナンツへの抵触」

及び「期限の利益喪失」に限定すべきとの結論に至った。 

また、以下のとおり、「商号変更」や「監査公認会計士等の異動及び異動理由」と

いった発行会社の基本的属性に係る情報や、発行会社がインサイダー情報に該当せ

ず社債権者に有益と判断する情報についてもニーズが確認されたが、費用対効果、

発行会社による通知事項のバラツキを回避する観点から見送ることとし、今後、制

度の運用状況等を踏まえつつ検討を行うこととした。 

 

① 主な通知事項 

 投資家としては、債権の保全上、「組織再編の際の社債の取扱い」、「コベナン

ツへの抵触」、「期限の利益喪失」の通知は極めて重要と考えている。 

 発行会社の組織再編の際の社債の取扱いについては、現状は適時開示の対象外

であるため、今後は発行会社による公表と併せて個別に通知してもらえると有

り難い。 

 発行会社、口座管理機関の負担を考慮すると、コベナンツへの抵触等、社債権

者の意思決定に影響を及ぼす重要な事項に限定すべきではないか。 

 発行会社の商号変更など、社債の基本的な属性に係る事項についても通知して

もらいたい。 

 投資先の監査公認会計士等の異動及び異動理由についても、監督官庁の検査対

象となり得るため通知してもらいたい。 

 

② インサイダー情報との関係 

 インサイダー取引規制への抵触を回避するため、通知を行うために重要事実の

公表を行うことも含め、一般に公表された情報に限定して通知を行うべきであ

る。 

 投資判断に影響を与えるような重要な情報は本来開示されるべきであり、イン

サイダー情報になりかねない未公表の情報を社債の保有者だけに個別に通知

されると、投資家は却って投資行動を限定されかねない。 

 発行会社は、開示を行ったうえで同じ情報をさらに本インフラで通知すること

となるが、多くの銘柄を保有し、個々の発行会社の開示情報を細かくチェック

することが難しい投資家にとっては利便性が向上し、投資家の裾野拡大にも繋

がる可能性があるのではないか。 

 一般に公開された情報のみの通知に限定せず、インサイダー情報に該当せず、

公告・適時開示までは必要ないが社債権者には伝える価値があると発行会社が
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判断する情報があれば、本インフラにより社債権者に通知してもよいのではな

いか。 

 公告、開示等を行っている情報を、重複して本インフラで通知するということ

になると、発行会社の負担が増え、発行会社を増やし社債市場を活性化すると

いった目的とは逆の方向に作用してしまうのではないか。 

 

＜発行会社の債務再編に係る事項の連絡＞ 

本ワーキングでは、発行会社の債務再編が柔軟に行われるよう、例えば、「社債の

買入消却」、「私的整理」の際に、発行会社の本インフラの利用を認めるべきとの結

論に至った。 

 

 発行会社としては、現状、社債権者への通知手段が公告等の方法以外存在しな

いため、発行会社の債務再編に係る事項の連絡手段として本インフラが利用で

きると有り難い。 

 今後、法的整理だけではなく私的整理による会社の債務再編も行われるように

なることが考えられ、私的整理の際にも本インフラが利用できるとよいのでは

ないか。 

  

３．今後のスケジュール等 

 

上記「１．概要」の２～４の事項については、保振の一般債小委員会において具体

的な検討が進められており、今後、同委員会において新ガイドラインが策定される予

定である。 
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Ⅲ．社債管理人制度の概要 

 

本ワーキングでは、市場関係者からのヒアリング結果を踏まえ、社債管理人に期待

される役割に関し、現行法の下で可能な業務について検討を行った。 

検討結果に基づく社債管理人制度の概要は、次のとおりである。 

また、これらの結論に至るまでに、法的な論点については法律家会合において検討

を重ねており、そこでの議論の概要については別紙のとおりである。 

 

１．概要 

 
１．社債管理人の設置 

(1) 社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書」に基づき設置

する。 

(2) 社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書」で定めるとこ

ろにより、社債権者のために、又は個別の社債権者の委託を受け、下記２に掲げ

る業務及びその他社債に係る事務手続を行う。 

 

２．社債管理人の業務 

 社債管理人は、次の業務を行う。 

(1) 発行会社からの通知等の受領・確認及び社債権者への通知 

① 社債要項に定める通知事項の受領及び社債権者への通知 

② 発行会社証明書の受領及び社債権者への通知 

 

(2) 債権の届出 

社債管理人は、発行会社が破産、再生又は更生手続を開始し、裁判所により債

権届出期間が決定された旨、発行会社・破産管財人等から通知を受けた場合には、

保振の新たなインフラを通じて社債権者へその旨を通知し、個別に社債権者から

委託を受けた場合には、債権の届出を行う。 

 

(3) 社債権者による社債権者集会の招集・請求のサポート 

① 社債権者集会の開催に向けた社債権者への連絡等 

② 特定少数社債権者による社債権者集会の招集・請求のサポート 
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(4) 社債権者集会決議の裁判所への認可申立て手続 

社債管理人（弁護士又は弁護士法人（以下「弁護士等」という。）である場合

に限る。）は、社債権者集会を招集した社債権者の委託を受けて、裁判所に対し、

社債権者集会決議の認可の申立てを行う。 

 

(5) 債権者集会における再生計画又は更生計画の議決権行使 

社債管理人は、社債権者集会の決議により、債権者集会において、当該社債権

者集会の決議を執行する。 

 

３．社債管理人の業務の終了 

 社債要項等において、社債管理人の業務の終了事由・時期を定める。 

 

４．社債管理人の報酬・費用 

(1) 社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用（社債権者集会に関する報酬及び

費用を含むが、これに限定されない。）は、社債要項等に定めるところにより、

以下の場合を除き、発行会社の負担とする。 

 ① 社債管理人が社債権者の個別の委託に基づき業務を行う場合には、かかる業

務 に関する社債管理人の報酬及び費用は当該社債権者の負担とする。 

 ② 裁判所が、会社法の規定に従い、発行会社以外の者が社債権者集会の認可申

立てに関する社債管理人の報酬及び費用を負担すべき旨を決定する場合には、

当該報酬及び費用はその者の負担とする。 

(2) 特定少数社債権者が社債権者集会の招集を請求する場合において、発行会社が

当該社債権者集会に関する社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用の支払

をすることができず、又はその支払を拒否するときには、社債管理人は当該特定

少数社債権者に対してかかる報酬及び費用の負担する場合のみ、当該社債権者集

会に関する業務を行う。これは、当該特定少数社債権者が、発行会社に対して、

かかる報酬及び費用を求償することを妨げるものではない。 
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５．社債管理人の担い手 

(1) 銀行などの金融機関、弁護士等とする。 

(2) 社債管理人が弁護士等以外の者である場合には、社債権者は、次の手続について、

直接、弁護士等へ委任する。 

① 裁判所への社債権者集会招集の許可申請手続 

② 裁判所への社債権者集会決議の認可申立て手続 

 

 
２．今後のスケジュール等 

 

本ワーキングでは、今後、上記「１．概要」の内容に基づき、市場関係者と連携を

図りつつ、実務上の対応可能性の検証等を踏まえ、社債管理人制度における「社債要

項」及び「社債管理人業務委託契約書」の雛型を策定する。 

なお、社債管理人の業務には、保振のインフラを利用した社債権者への通知に基づ

くものがあることから、社債管理人の業務に係る社債権者への通知事項については、

保振の一般債小委員会へ検討を要請するとともに、「社債要項」及び「社債管理人業務

委託契約書」雛型は、保振における議論を踏まえつつ検討を行い、保振のガイドライ

ンの改正・実施に合わせて策定する。 
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Ⅳ．結びとして 

 

本報告書では、信用リスクが相対的に大きい企業による社債の発行環境の改善に向

け、社債権者保護の機能充実の方策として、現行法の下、市場関係者の努力によって

対応が可能と考えられる①社債権者への情報伝達インフラの整備、②社債管理人制度

について、本ワーキングにおいて検討した結果を取りまとめた。 

今後は、より多くの発行会社が保振の新ガイドラインを利用し、社債権者へ投資判

断に影響を及ぼすような情報を適時適切に伝達すること、また、社債権者をサポート

する「社債管理人」を設置することで、社債権者保護の機能充実とともに発行会社、

投資家の裾野が拡大し、社債市場の活性化が図られることが期待される。 

一方、社債管理人制度については、当初、社債管理人に期待されていた役割である、

社債管理人による社債総額での債権届出等の社債デフォルト後の債権の保全等のサポ

ートといった社債権者全体の権利保全に資する行為であっても、顕名主義の原則を採

用する現行法の下では、社債管理人が個々の社債権者の代理人であることを示すこと

なく総社債権者の代理人として行動することが困難との結論に至る等、将来的な課題

も明らかとなった。 

これらの機能・課題の解決に向けた取組みは、社債市場のみならず、サムライ債に

おける債券管理会社、地方公社債における募集の受託会社の機能強化にも繋がり、ひ

いては我が国金融・資本市場の機能強化、国際競争力の強化に資するものと考えられ

る。 

今後、本報告書で取りまとめたインフラ・制度の浸透・普及の状況を踏まえつつ、

発行会社の資金調達機能の多様化・債務再編のために必要な機能、投資家が求める機

能がより一層明確になった場合には、関係者によるさらなる議論・検討が行われるこ

とを強く期待したい。 

 

 

                                   以 上 
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法律家会合における検討の概要 

 

 本ワーキングの法律家会合では、社債管理人制度を構築するにあたっての法的な論点

について検討を行った。主な論点についての検討の概要は、以下のとおりである。 

 

１．社債管理人の機能と法的地位 

 

(1) 概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

＜社債管理人の法的地位について＞ 

 

社債管理人は、会社法に規定のある社債管理者とは異なり、同法上に根拠を持たな

い。したがって、社債管理人と社債権者間には直接的な契約関係がない中で、「社債要

項」及び「社債管理人業務委託契約書」等の契約を通じて、いかなる法律構成により

総社債権者に対する関係で義務を負担するか、また必要な機能を果たすことができる

別 紙 

社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書（仮称）」等の契約

に基づき設置する。社債管理人は、「社債要項」及び「社債管理人業務委託契約書」

で定めるところにより、社債権者のために、又は個別の社債権者の委託を受け、社

債デフォルト前のコベナンツの管理、社債デフォルト後の債権の保全等に関するサ

ポートを行う。 

また、社債管理人の法的地位については、総社債権者のために行う業務について

は、発行会社と社債管理人の間で締結する「社債管理人業務委託契約書」を、発行

会社を「要約者」、社債管理人を「諾約者」、社債権者を「受益者」とする「第三者

のためにする契約」と構成する。この場合においては、社債権者は「社債管理人業

務委託契約書」で規定された社債管理人の業務について、「受益の意思表示」を行

うことで社債管理人に給付を請求することが可能となる。社債権者の「受益の意思

表示」については、社債権者の社債購入をもって黙示の「受益の意思表示」があっ

たものとする。個別の社債権者の委託を受けて行う業務については、別途、当該社

債権者及び社債管理人を当事者とする委任契約又は準委任契約にて規律すること

とする。 
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かといった視点から検討を行う必要がある。 

現行の社債権者保護の仕組みとして会社法に規定のある「社債管理者」の法的地位

については、法定権限との関係では、社債権者全体の法定代理人として位置付けられ

るのが通説である（大系(2)425頁【大橋＝渡邊】）。約定権限との関係では、社債管理

者（諾約者）が、発行会社（要約者）との間で、社債管理委託契約における「第三者

のためにする契約」構成では、受益者である「社債権者」から諾約者である「社債管

理者」への「受益の意思表示」の説明が困難である等の理由から、現在では、約定権

限との関係でも、社債管理者を社債権者の法定代理人と構成するのが通説となってい

る（会社法コンメンタール 132頁【藤田】）。 

社債管理人の法的地位をどのように構築すべきかについては、上記の点に加え、会

社法に規定のない「社債管理人」の法的地位については法定代理人と構成することが

困難な点を踏まえて検討する必要があるところ、次の２つの考え方について検討を行

った。 

 

Ａ案 「第三者のためにする契約」 

発行会社と社債管理人の間で締結する「社債管理人業務委託契約書」を、発行会

社を「要約者」、社債管理人を「諾約者」、社債権者を「受益者」とする「第三者の

ためにする契約」として構成する。かかる法律構成において、社債権者は「社債管

理人業務委託契約書」で規定された社債管理人の業務について、社債管理人に給付

を請求することが可能である。 

  

Ｂ案 「二者間契約」 

発行会社と社債管理人の間で締結する「社債管理人業務委託契約書」を、発行会

社と社債管理人の「二者間契約」として構成する。かかる法律構成においては、社

債権者と社債管理人に直接の権利義務関係がないため、社債権者は社債管理人に

「社債管理人業務委託契約書」に規定された業務について、給付を請求することは

できず、社債権者は「社債要項」に基づき、契約の相手方である発行会社に対して

社債管理人に業務を履行させるよう請求することとなる。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下の理由からＡ案「第三者のためにする契約」を採

用し、発行会社と社債管理人の間で締結する「社債管理人業務委託契約書」を発行会社

を「要約者」、社債管理人を「諾約者」、社債権者を「受益者」とする「第三者のために

する契約」として構成することが適当との結論に至った。 

 

① Ａ案「第三者のためにする契約」について 

 従来、社債管理人同様、会社法に規定のないサムライ債における「債券管理
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会社」と「発行会社」間の「債券管理委託契約書」についても、「発行会社」

を要約者、「債券管理会社」を諾約者、「債権者」を受益者とした「第三者の

ためにする契約」として考えられており、また先般のアルゼンチン債地裁判

決（2013年１月 28日）及び高裁判決（2014年１月 30日）（以下、あわせて

「アルゼンチン債判決」という。）においても当該契約を「第三者のために

する契約」と判示されていることを踏まえると、市場関係者にも受け入れら

れやすい考え方であると考えられる。  

 ただしＡ案を採用した場合、仮に社債管理人が社債管理業務を超えて業務を

行おうとするときは、アルゼンチン債判決を踏まえると、社債管理業務につ

いては社債権者による黙示の受益の意思表示が認められる可能性があるも

のの、その範囲を超える業務については、明示的な受益の意思表示が必要と

なるおそれがある。このため、「受益の意思表示」の考え方を整理する必要

があると考えられる。 

 

② Ｂ案「二者間契約」について 

 従来考えられていない法律構成のため、市場関係者に受け入れられない可能

性があると考えられる。 

 例えば、発行会社が社債管理人による社債権者集会の招集請求に応じず、社

債管理人が社債権者集会招集のサポートを行う場合、社債管理人は発行会社

から業務を委託された立場であるため、社債管理人と社債権者との間に利益

相反が生じ、業務実効性が確保できないといった問題が生じるのではないか。 

 仮に社債管理人が「社債管理人業務委託契約書」に規定された業務を怠った

場合にも、社債権者が社債管理人に直接、業務の遂行を請求することができ

ないことは問題ではないか。 

 

＜「受益の意思表示」について＞ 

 

上記の第三者のためにする契約における「受益の意思表示」の方法については、次

の３つの考え方について、検討を行った。 

 

甲案 黙示の受益の意思表示 

社債権者は、社債管理人やその業務内容について、社債要項等で把握できること

を踏まえ、社債取得時に「黙示の受益の意思表示」があったものとする。 

 

乙案 受益の意思表示不要 

「社債管理人業務委託契約書」の中に、「第三者のためにする契約における第三
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者である社債権者（以下「第三者」という。）の受益の意思表示がなくても第三者

は諾約者に対する債権を取得する」という定めを置き、受益の意思表示を不要とす

る。 

 

丙案 社債管理人に対する「給付請求権」の「社債」への化体 

社債発行時に最初の社債権者である引受証券会社から社債管理人へ「社債要項」

及び「社債管理人業務委託契約書」に規定された社債管理人の業務について、明示

的な「受益の意思表示」を行う。この場合、引受証券会社から社債管理人へ「受益

の意思表示」が行われた社債には、当該業務についての給付請求権が化体され、当

該社債の譲渡の際は、社債権者（社債譲受人）は社債管理人への「受益の意思表示」

をすることなく給付請求権を取得することとなる。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下の理由から甲案「黙示の受益の意思表示」とし

て整理することが適当との結論に至った。 

 

① 甲案「黙示の受益の意思表示」 

 一般的に「第三者のためにする契約」の受益の意思表示は「黙示」でもよい

というのが確立した判例通説であり、そのような点を考慮しても、「受益の

意思表示」の方法については、付与される代理権の内容によって程度の差が

あることは明らかである。 

 アルゼンチン債判決において、明示的な「受益の意思表示」が必要と判示さ

れた行為は、「任意的訴訟担当」という当事者に代わり、自身の裁量に基づ

いて他人の権利を左右することが可能な行為（第三者の利益を害する可能性

がある行為（たとえば、任意的訴訟担当により社債権者に不利な判決が下さ

れた場合、社債権者は自ら訴訟を提起することができなくなる））である。 

 これらから、受益者（社債権者）から諾約者（社債管理人）に対する「受益

の意思表示」は、社債管理人の業務内容が第三者の利益を害するものでない

限り、明示的に行う必要はないと考えられる。他方、現在想定されている社

債管理人の業務については、受益者である社債権者の利益を害する可能性が

ある行為はないと考えられることから、受益者である社債権者から諾約者で

ある社債管理人への「受益の意思表示」は「黙示」でもよいと整理できる。 

 

② 乙案「受益の意思表示不要」 

 「社債管理人業務委託契約書」の中に受益の意思表示がなくても第三者は諾

約者に対する債権を取得する旨の定めを置く場合、それが第三者の利益を害

するものでないこと及び第三者はその権利を放棄することができるという
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選択肢を契約解釈で補うことなどを前提として、その定め自体を有効とする

ことができるのであれば、民法第 537条の「第三者のためにする契約」に関

する規定は任意規定と解することが可能と考えられるのではないか。 

 この場合、第三者の利益を害するものでない限り、「受益の意思表示」は不

要である旨をあらかじめ契約に記載することにより、「受益の意思表示」を

不要とすることも検討の余地があると考えられるものの、このような考え方

は、市場関係者に受け入れられにくいのではないか。 

 

③ 丙案 社債管理人に対する「給付請求権」の「社債」への化体 

 社債管理人における社債権者の「受益の意思表示」の考え方は、社債管理人

同様、会社法に規定のないサムライ債における債券管理会社において市場関

係者に認識されてきた法律構成と同様であると考えられる。 

 他方、アルゼンチン債判決を踏まえると、以下の点が問題となるのでないか。 

・ 最初の社債権者である「引受証券会社」は形式的な社債権者にすぎない 

ため、「受益の意思表示」を行う資格がないとされるのではないか。 

・ 仮に引受証券会社に「受益の意思表示」を行う資格があると認められ、

引受証券会社が明示的な「受益の意思表示」を行った場合においても、引

受証券会社の受益の意思表示によって得た社債管理人に対する給付請求権

が社債に化体され、譲受人にも引き継がれると解するためには、慣習法等

による法的な根拠が必要ではないか。 
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２．発行会社からの通知等の受領・確認及び社債権者への通知【Ｐ】 

 

(1) 概要 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（論点） 

 社債管理人の発行会社からの通知等の受領・確認及び社債権者への通知行為について、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 社債要項に定める通知事項の受領及び社債権者への通知  

社債管理人は、社債要項に定める下記通知事項で、かつ一般に公表された情報に

ついて、発行会社から通知・連絡を受け、保振を通じて社債権者に通知・連絡を行

う。 

① 組織再編の際の社債の取扱い 

② 期限の利益喪失事由の発生（コべナンツへの抵触を含む） 

③ 期限の利益喪失 

(2) コベナンツへの充足状況に係る証明書の受領及び社債権者への通知 

① 社債管理人は、発行会社から社債要項に定めるコベナンツの充足状況に係る証

明書（以下「発行会社証明書」という。）を受領し、確認する。 

② 社債管理人は、発行会社証明書が期日までに届かない場合には、発行会社に対

し、期限を定めて、その提出を督促する。 

③ 社債管理人は、上記②に定める提出の督促を行ったにもかかわらず、期限を経

過しても社債管理人に発行会社証明書が提出されなかった場合には、社債管理人

業務委託契約書に規定された発行会社からの委任に基づき、当該事実を二以上の

報道機関へ公開することにより、一般に公表する。 

④ 社債管理人は、以下のいずれかの場合で、かつ当該事実が一般に公表されてい

るときには、保振の新たなインフラを利用して社債権者に対して当該事実の通

知・連絡を行う。 

イ．発行会社証明書にコベナンツへ抵触している旨が記載されている場合 

ロ．上記②に定める提出の督促を行ったにもかかわらず、期限を経過しても社債

管理人に発行会社証明書が提出されなかった場合 

⑤ 社債管理人は、上記④のイの発行会社証明書を受領した場合で、当該事実が一

般に公表されていないときは、発行会社に対し、期限を定めて当該事実の公表を

督促するとともに、期限を経過しても公表されないときには、発行会社の委任を

受け当該事実を２以上の報道機関へ公開することにより、一般に公表する。 
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(2) 検討経緯等 

 

＜発行会社からの通知に係る社債管理人の受領行為の法的効果について＞ 

 

レポーティング・コベナンツの位置付けを考えるに当たり、社債管理人の発行会社

からの通知・証明書の受領行為の法的効果について、社債管理人の受領行為の法的効

果が社債権者に及ぶか否かの違いを踏まえ、次の２案について検討を行った。 

 

Ａ案 受領権 

社債権者からの社債購入時の「黙示の受益の意思表示」をもって、レポーティン

グ・コベナンツによる発行会社からの通知の受領権を社債管理人に授与されたと構

成する。この場合、社債管理人は社債権者の代理人となるため、社債管理人の行為

の効力は社債権者に及ぶこととなる。発行会社は社債管理人に通知したことで社債

権者に通知したものと扱われる。 

 

Ｂ案 給付請求権 

社債権者からの社債購入時の「黙示の受益の意思表示」をもって、社債管理人は

社債権者に対して社債管理人業務委託契約に規定された事実行為について給付す

る債務を負うに留まり、レポーティング・コべナンツによる発行会社の通知を社債

管理人が受領しても、当該行為の効力は社債権者に及ばないものと構成する。この

場合、社債権者は社債管理人に対して当該契約に規定された業務（通知受領行為）

の履行を請求できる。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下の理由からＢ案「給付請求権」として整理し、

第三者ためにする契約において、当該通知受領行為について社債権者に給付請求権が

生じるものとして構成することが適当との結論に至った。 

 

 受領権付与構成でも給付請求権構成でも社債管理人の行為は同じであり、受

益者は常に社債権者である。代理構成と給付請求権構成に大きな差はないた

め、社債管理人に代理権をわざわざ授権する必要はないのではないか。 

 「第三者のためにする契約」（民法 537条）において、諾約者に代理権を付

与すること（代理権構成）も可能と考えられるが、一般的には給付請求権構

成が、「第三者のためにする契約」の典型的な形態であると考えられる。 

 受領権付与構成にすると、発行会社が社債管理人に対して通知を行った時点

で、その法的効果が、社債権者に及ぶことから、仮に社債管理人がその通知

を社債権者に伝達することを怠った場合も、社債権者はこれを受け取ったと
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され、社債権者の利益を害することになる。そうすると、受領権付与構成を

取った場合、「黙示の受益の意思表示」ではなく、「明示的な受益の意思表示」

が求められるのではないか。 

 

＜「発行会社証明書未提出」の事実の社債権者への通知について＞ 

 

  社債管理人の発行会社証明書の受領及び社債権者への通知行為については、コベナ

ンツ管理の効率化・実効性確保の観点からも投資家・証券会社からのニーズが非常に

高く、重要な業務と考えられる。特に投資家からは、発行会社から発行会社証明書が

提出されなかった場合の社債管理人の対応として、「発行会社証明書未提出」の事実

を社債権者へ通知することが求められている。当該事実は、①レポーティング・コベ

ナンツ違反となるため、期限の利益の喪失事由に該当する可能性が高いこと、②投資

家に発行会社にイベントが起こったことを推認させうる事実と考えられる点等を踏

まえると、金融商品取引法上の社債、株式両方の「重要事実」に該当することも考え

られる。投資家のインサイダー取引規制への抵触の可能性を排除するための対応とし

て、あらかじめ社債管理人業務委託契約書に発行会社は当該業務を社債管理人に委任

することを規定し、社債管理人は発行会社からの当該委任に基づき、当該事実を二以

上の報道機関へ公開することにより、一般に公表することとした。法律家会合では、

この場合の社債管理人の対応が法的に問題ないか等について、次のとおり検討を行っ

た。 

 

論点 ： 社債管理人が、発行会社と社債権者双方のために業務（発行会社証明書未提出

及び期限の利益喪失事由の発生の事実の公表）を行うことについて、利益相反行

為とみなされ、民法 108条の趣旨等から問題があるのではないか。 

 

法律家会合では、検討の結果、以下のような理由から、社債要項及び社債管理人業務

委託契約書等に当該業務においては社債管理人が発行会社から委任を受けることを明

記することで、発行会社、社債権者があらかじめ許諾したとすることができるため、当

該行為が仮に利益相反行為とされた場合でも問題はないとの結論に至った。 

 

 「発行会社証明書未提出及び期限の利益喪失事由の発生の事実の公表」とい

った業務は、社債管理人に裁量はなく、単なる債務の履行に過ぎないため、

当該行為について発行会社と社債権者との間で利益相反が生じているとさ

れる可能性は低いと考えられる。仮に利益相反が生じる行為とされた場合に

おいても、あらかじめ発行会社との社債管理人業務委託契約書及び社債要項

に規定することで、双方があらかじめ許諾した行為として扱われるため、問
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題ないと考えられる。 
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３．債権の届出 

 

(1) 概要 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

＜社債管理人による債権届出の方法について＞ 

 

  「債権の届出」については、社債デフォルト時の社債権者の債権保全の観点から、

またこれまでの社債デフォルト時における投資家の混乱等を踏まえ、引受証券会社、

投資家等から特にニーズの高い業務として提案された。 

  社債管理人による「債権届出」の方法として、次の３案について検討を行った。 

 

Ａ案 「総額での債権届出」（非顕名） 

社債管理人は、発行会社が破産、再生又は更生手続を開始し、裁判所により債権

届出期間が決定された場合には、社債権者を代理して、社債総額について債権の届

出を行う。 

 

Ｂ案 「総額での債権届出後、個別の社債権者の委任を受けて届出」（顕名） 

社債管理人は、①社債総額について債権届出を行い、②保振の新たなインフラを

利用して社債管理人への委任状等の提出期間等を社債権者へ通知し、③社債権者の

委任を受けて、社債権者名及び債権額等を届け出る。 

 

Ｃ案 「個別の社債権者から委任を受けて届出」（顕名） 

社債管理人は、①保振の新たなインフラを利用して社債管理人への委任状等の提

出期間等を社債権者へ通知し、②社債権者から委任を受けて、代理人として当該社

債権者の保有社債について、債権届出を行う。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下の理由からＣ案「個別の社債権者から委任を受け

て届出」（顕名）を採用し、社債管理人が、社債権者から委任を受けて債権届出を行う

ことが法的に確実で望ましいとの結論に至った。 

社債管理人は、発行会社が破産、再生又は更生手続を開始し、裁判所により債権

届出期間が決定された旨、発行会社・破産管財人等から通知を受けた場合には、保

振の新たなインフラを通じて社債権者へその旨を通知し、個別に社債権者から委託

を受けた場合には、債権の届出を行う。 
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 Ａ案（「社債管理人による社債総額での債権届出」（非顕名））については投資家等

から最もニーズがあったが、これについては現行法の下では顕名の問題をクリアするこ

とが困難なため、将来的な課題とすることとなった。 

 Ｂ案（「総額での債権届出後、個別の社債権者の委任を受けて届出」（顕名））におい

て、より多くの社債権者の債権届出を確保するため、債権届出期間経過後にも個別の社

債権者の債権届出が認められるかどうかについては、法律家会合では、債権者保護の観

点等を踏まえると法の趣旨に沿ったものであり認められるのではないかとの意見が多

数あったが、現時点では法的な裏付けがないため、裁判所に受け入れられるか否かが定

かでないこと等を踏まえ、社債管理人制度の導入後の状況を踏まえた今後の課題とする

こととなった。 

 

① Ａ案 「総額での債権届出」（非顕名） 

 

 「債権の届出」はアルゼンチン債判決を踏まえても、代理権付与に係る「黙

示の受益の意思表示」が認められる余地もあるが、明示的な「受益の意思表

示」を求められるリスクも否めない。仮に、明示的な「受益の意思表示」が

求められた場合には、債権届出時の社債権者による「受益の意思表示」をど

うするかという問題が生じるが、現行の社債の譲渡に係る実務に照らすと、

当該社債権者が社債管理人に対して明示的に受益の意思表示を行うことは

困難であると考えられる。 

 代理人による債権届出は、下記のとおり、顕名が原則であるため、法的根拠

のない社債管理人による非顕名での債権届出は困難ではないか。 

・ 民法は、顕名主義の立場を取っており（民法 99条：代理人がその権限内

において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直

接にその効力を生ずる。）、会社法 708 条（社債管理者が社債権者のために

裁判上又は裁判外の行為をするときは、個別の社債権者を表示することを

要しない、顕名主義の特則）のような特則がない以上、社債管理人が、社

債権者を特定せずに（非顕名）、社債権者のために債権届出をする代理行為

は認められないと考えられる。 

・ 民事再生規則 31 条、会社更生規則 36 条では、代理人による債権届出に

際しては、本人の氏名等を記載することを求めており、同手続においては、

非顕名や再生債権者の匿名化は想定されていないと考えられる。 

・ 商行為の代理は非顕名も認められる（商法 504 条）が、社債管理人の行

為の全てが商行為に該当するわけではないため、商法 507 条の適用には限

界があると考えられる。 
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② Ｂ案 「総額での債権届出後、個別の社債権者の委任を受けて届出」（顕名） 

 ①「受益の意思表示」の問題と②顕名の問題の２点をクリアにする必要があ

るのではないか。 

 Ａ案と同様、「債権の届出」はアルゼンチン債判決を踏まえても、代理権付

与に係る「黙示の受益の意思表示」が認められる余地もあるが、明示的な「受

益の意思表示」を求められるリスクも否めない。仮に、明示的な「受益の意

思表示」が求められた場合には、債権届出時の社債権者による「受益の意思

表示」をどうするかという問題が生じるが、現行の社債の譲渡に係る実務に

照らすと、当該社債権者が社債管理人に対して明示的に受益の意思表示を行

うことは困難であると考えられる。他方、本案は「顕名の問題」を解消する

ため、個別の届出の際に社債管理人は社債権者から委任を受けることとなり、

「受益の意思表示」が問題となる期間は「総額での届出」から「個別の届出」

が行われるまでの期間に限定される。この期間中の法律関係についてのみ訴

訟が起こることは想定され難いため、本案について「顕名の問題」を解消す

る過程で「受益の意思表示」の問題も解消されるのではないか。 

 債権届出を社債総額と個別と二度行うことになるが、これら２つの届出の法

的効果等について整理する必要があるのではないか。例えば、当初の社債総

額での債権届出が法的な根拠がないとした場合、届出期間後に行う個別の債

権届出にどのような効力があるのかを検討する必要があるのではないか。ま

た、２つの届出の総額が異なる場合の取扱い等、実務的な問題も生じるので

はないか。 

 債権届出期間の延長が許容されれば、より多くの不慣れな投資家の届出漏れ

による失権の回避が可能となるのではないか。社債管理人は届出期間内に社

債総額で届出をしており、届出期間後の個別の届出の総額が社債の総額を上

回ることはないことから、再生・更生計画案策定にも影響がなく、他の債権

者の利益を害することもないため、裁判所の運用によって届出期間後の届出

は認められるのではないか。 

 現行の民事再生法・会社更生法では、債権者保護の観点から下記の法的措置

がなされていることを鑑みても、本案の内容（最終的に顕名を行うことを前

提とした届出期間後の個別の債権届出の許容）は法の趣旨に沿ったものとも

考えられるのではないか。 

・ 自認債権制度（民再 101条３項） 

届出がない再生債権であっても、その存在を再生債務者が知っていると

きには、これを当然に失権の対象とするのは、公平に反するという考えか

ら、再生債務者は当該再生権者について、自認する認否書に記載しなけれ

ばならない。 
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・ 届出事項変更の届出（他の再生・更生債権者の利益を害しない変更）（民

再規 33条１項、会更規 38条１項） 

届出があった再生・更生債権の消滅その他届け出た事項について他の再

生・更生債権者の利益を害しない変更が生じたときは、当該届出をした再

生・更生債権者は、遅滞なく、その旨を裁判所に届け出なければならない。

その際の届出期間については規定されていない。 

・ 届出の追完（民再 95条１項、会更 139条１項） 

再生・更生債権者がその責めに帰することができない事由によって債権

届出期間内に届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅し

た後１か月以内に限り、その届出の追完をすることができる。 

 債権者は債権届出期間について、その公告を見ている（認識している）こと

が当然と考えられており、届出期間後に債権者が追完を認められるのは、当

該債権者がその責めに帰することができない事由によって債権届出期間内

に届出をすることができなかった場合に限られている。他方、公示催告除権

決定後の有価証券については、除権決定前から当該有価証券を善意取得して

いた者については公示催告を見ていなくとも保護されている。このような点

からも、債権届出期間経過後の社債権者の届出については、「責めに帰する

ことができない事由」を広範に捉える余地はあるのではないか。 

 次の事項について、裁判所における事務の取扱いについて確認することが可

能であれば、確認することも有益ではないか。 

・ 最終的な顕名を前提に、社債管理人による社債総額での届出を法的に意

味のある届出として受け付けてもらえるのか。 

・ 届出期間後の社債権者の届出が認められる場合、変更・追完の期限を明

示することは可能か。 

 

 

③ Ｃ案 「個別の社債権者から委任を受けて届出」（顕名） 

 社債管理人は、個別に社債権者からの委託を受け代理人として届出を行うた

め、法的には全く問題ないのではないか。 
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４．社債権者による社債権者集会の招集・請求サポート、社債権者集会決議の裁判所へ

の認可申立て手続 

 

(1) 概要 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

 社債権者集会の制度は、社債権者の自主的・団体的意思決定を可能にすることによっ

てその保護を図るという立法である。また、現行法上、少数社債権者の利益保護の観点

から、社債権者集会の招集者には、発行会社、社債管理者に加え、社債の総額の 10 分

の１以上に当たる社債を有する社債権者も規定されている（会社法 717条、718条）。 

 しかしながら、社債権者の合理的無関心等の要素もあり、現状は社債権者による社債

権者集会の開催は、ほとんど見られないのが現状である。現状、我が国には社債権者が

コンソーシアムを形成する実務慣行はないが、今後コベナンツの多様化等が図られる可

(1) 社債権者集会の開催に向けた社債権者への連絡等 

社債管理人は、社債権者集会の開催に向けて、社債要項に定めるところにより

一定数以上（社債総額 10分の 1未満）の社債権者から、社債権者集会の招集要請

があった場合には、その目的と理由を確認のうえ、その旨を情報伝達インフラを

通じて他の社債権者に通知・連絡する。 

(2) 特定少数社債権者による社債権者集会の招集・請求のサポート 

① 社債管理人は、（上記(1)の通知・連絡の結果、）特定少数社債権者から会

社法 718条１項の規定に基づく社債権者集会の招集請求の要請があった場合

には、発行会社に対し、同請求手続（事務の代行）を行う。 

② 上記①の請求にかかわらず、社債権者集会の招集が行われない場合に、社

債管理人（弁護士等である場合に限る。）は、特定少数社債権者（招集者）

の委託を受けて、裁判所に対し、会社法 718条３項に規定する社債権者集会

招集の許可申請手続を行う。 

③ 会社法 718条３項の規定に基づき、裁判所の許可を得た場合には、社債管

理人は、特定少数社債権者の委託を受けて、社債権者集会の招集手続（事務

の代行）を行う。 

(3) 社債管理人（弁護士等である場合に限る。）は、招集者の委託を受けて、裁判

所に対し、社債権者集会決議の認可の申立てを行う。 
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能性があることを見据えると、社債のデフォルトが実際に発生した場合、又は発生のお

それがある場合等において、社債権者による社債権者集会がより開催しやすく、社債権

者の意思を反映した決議がより円滑に成立するよう、社債権者による社債権者集会開催

等のサポートの必要性が指摘された。法的に規定のない社債管理人が当該業務を行うに

当たり、次の法的論点について検討を行った。 

 

＜裁判所への手続業務と弁護士法等との関係について＞ 

 

論点 ： 「裁判所への社債権者集会招集の許可申請手続」及び「社債権者集会決議の認

可申立て手続」について、社債管理人が弁護士等以外の者である場合は、非訟事

件手続法 22条、弁護士法 72条に抵触するのではないか。また、当該業務が非訟

事件手続法等に抵触する場合において、どのような対応が可能であるか。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下のような理由から、社債管理人が弁護士等以外の

者であるときは、社債権者が直接、弁護士等へ委任する必要があるとの結論に至った。

また、社債管理人が弁護士等以外の者であるとき、当該業務を行う弁護士等をあらかじ

め社債要項等に規定することが、弁護士法 72 条へ抵触するか否かについては、以下の

意見を踏まえ、社債要項等の雛形作成時に改めて検討を行う余地があると考えられる。 

 裁判所への社債権者集会招集の許可申請手続及び社債権者集会決議の認可

申立て手続については、会社法 868条３項で非訟事件の管轄が定められてい

ることからも、非訟事件と考えられるため、当該業務を弁護士等以外の社債

管理人が行う場合は、非訟事件手続法 22条、弁護士法 72条に抵触すると考

えられる。 

 一方で、社債管理人が弁護士等以外の者である場合に、当該業務を行う弁護

士等をあらかじめ社債要項等に規定することは、非訟事件手続法 22条に抵

触するものではなく、また、発行会社の行為として、弁護士法 72条の「周

旋する」、「業とする」の要件に該当するおそれはあるものの、「報酬を得る

目的」の要件には該当しないと考えられるため、同条にも抵触しないのでは

ないか。 

 あらかじめ社債要項等に当該業務を行う弁護士等を規定することで、発行会

社にとって社債の発行が容易になるとすれば、弁護士法 72条の「報酬を得

る目的」の要件に間接的に該当すると認められるおそれがあるのではないか。 
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５．債権者集会における再生計画又は更生計画の議決権行使 

 

(1) 概要 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

社債権者集会の開催・決議がなされ、債権者集会が開催される場合においては、破産

管財人等（発行会社）による再生計画又は更生計画が円滑に成立するよう、債権者集会

における議決権行使についても社債管理人は社債権者をサポートする必要があるので

はないか、との意見があったことから、社債管理人が当該業務を行うに当たり、次の法

的論点について検討を行った。 

 

＜社債権者集会決議の拘束力が及ぶ範囲について＞ 

 

論点 ： 社債権者集会決議の拘束力が及ぶ範囲について、社債管理人設置債（社債管理

者不設置債）では、社債権者集会で反対票を投じた社債権者であっても、その後

の倒産手続上の債権者集会において、当該社債権者集会の決議に拘束され、自ら

議決権を行使することはできないと解してよいか。 

 

 法律家会合では、検討の結果、以下のような理由から、社債権者集会決議の拘束力が

及ぶ範囲について、社債管理人設置債（社債管理者不設置債）では、会社法 734条２項

の規定に基づき、社債権者集会で反対票を投じた社債権者も、その後の倒産手続上の債

権者集会において、当該社債権者集会の決議に拘束され、自ら議決権を行使することは

できないとの結論に至った。 

 

 社債管理者設置債では、社債権者集会決議で反対票を投じた社債権者につい

て、民事再生法 169条の２第３項、会社更生法 190条第３項に、「債権者集

会で議決権行使できない」との明文規定がある。これは、それぞれ民事再生

法 169条の２第１項及び会社更生法 190条第１項において、議決権行使が可

能ととれる条文が存在するため、会社法での社債権者集会の拘束力とその関

係を明らかにするために確認的に規定を置いているものと考えられる。 

 社債管理人設置債（社債管理者不設置債）は、そもそも民事再生法 169条の

２第１項、会社更生法 190 条第１項の規定の適用を受けないため、会社法

社債管理人は、社債権者集会の決議により、債権者集会において当該社債権者集会

の決議を執行する。 
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734条２項の規定に基づき、社債権者集会決議において反対票を投じた社債

権者も、社債権者集会決議に拘束されると考えられる。 
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６．その他（費用、担い手） 

 

＜社債管理人の報酬・費用について＞ 

 

(1) 概要 

  

 

 

 

  

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

 社債管理人の報酬・費用については、社債管理人業務のうち全ての社債権者のために

行う業務については、社債管理者と同様、社債要項等に定めるところにより発行会社が

負担することとし、他方、特定の社債権者のために行う業務については、当該業務を委

託した社債権者が負担することとした。 

 ただし、特定少数社債権者（招集者）が社債管理人に委託し社債権者集会を開催した

場合の費用、及び招集者の委託による社債権者集会決議認可の申立てに関する費用につ

いては、会社法上（742条）も社債権者集会での決議が全社債権者に及ぶことから社債

権者の共益的費用と捉え、発行会社負担とされていることからも、発行会社が負担する

ことを社債要項に明記する。 

一方、破産等により発行会社が当該費用を支払えない場合には、社債管理人は、招集

者が当該費用を負担することを了承した場合のみ、招集者の費用負担により当該業務を

(1) 社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用（社債権者集会に関する報酬及び費用

を含むが、これに限定されない。）は、社債要項等に定めるところにより、以下の場

合を除き、発行会社の負担とする。 

 ① 社債管理人が社債権者の個別の委託に基づき業務を行う場合には、かかる業務 

に関する社債管理人の報酬及び費用は当該社債権者の負担とする。 

 ② 裁判所が、会社法の規定に従い、発行会社以外の者が社債権者集会の認可申立て

に関する社債管理人の報酬及び費用を負担すべき旨を決定する場合には、当該報酬

及び費用はその者の負担とする。 

(2) 特定少数社債権者が社債権者集会の招集を請求する場合において、発行会社が当

該社債権者集会に関する社債管理人の報酬及び社債管理に関する費用の支払をす

ることができず、又はその支払を拒否するときには、社債管理人は当該特定少数社

債権者に対してかかる報酬及び費用の負担する場合のみ、当該社債権者集会に関す

る業務を行う。これは、当該特定少数社債権者が、発行会社に対して、かかる報酬

及び費用を求償することを妨げるものではない。 
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行う。この場合において、招集者が、発行会社に当該費用を求償することを妨げるもの

ではない。 
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＜社債管理人の担い手＞ 

 

(1) 概要 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 検討経緯等 

 

社債管理人については、業務のフィージビリティを高め、幅広い担い手を確保する必

要がある。現状、会社法上の社債管理者の担い手が不足している理由として、責任の範

囲が不明確でありコストに見合わないといった点を踏まえ、また、社債管理者の担い手

である金融機関以外の者についても幅広く検討を行った。その結果、社債管理人の業務

は社債管理者と異なり裁量を持たず、自ら情報収集・調査等を行い判断する業務はない

ことから、発行会社の情報を持たないメインバンク等以外の金融機関や、弁護士等にも

その門戸が広がるものと考えられる。特にデフォルト後の社債管理人の業務については、

社債管理人が個々の社債権者の代理人となって行動する場面が多く、かつ裁判所への手

続業務等、弁護士等しか行うことができない業務も含まれているため、弁護士等につい

ても担い手となることが期待される。 

 以上を踏まえ、社債管理人の担い手については、銀行などの金融機関、弁護士等が適

当であるとした。 

 

 

以 上 

          

①  銀行などの金融機関、弁護士等とする。 

②  社債管理人が弁護士等以外の者である場合には、社債権者は、次の手続について、

直接、弁護士等へ委任する。 

  イ． 裁判所への社債権者集会招集の許可申請手続 

  ロ． 裁判所への社債権者集会決議の認可申立て手続 
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