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債権者 対 清算人 – 米国と南アフリカにおける海事債権の執行と 
国際倒産手続の抵触 

Creditor v. liquidator – The conflict between the enforcement of maritime claims and  
cross-border insolvency procedures in the US and South Africa 

 
抵触が起こるのは、債権を執行するための十分に確立した海事法上の権利が（船舶のアレストやル

ール B の差押え等の方法により）行使された場合に、被告である会社が、裁判所を通じて、倒産処

理手続や更生手続によって債権者からの保護を求めたとき、または求めようとするときです。本稿

では、この抵触について検討を行い、米国と南アフリカの姿勢の違いについて検証します。 
 

 
 
グローバルな貿易量の落ち込み、可用船腹の

供給過剰、バンカー油や運航費用の上昇をは

じめとする昨今の厳しい経営状況下において、

海運業界の多くの企業が財政的な苦境に直面

しています。それに伴い、取引相手が債務不

履行に陥るリスクが高まってきています。こ

うした債務不履行リスクを裏付けるように、

倒産や、債権者からの保護を裁判所に求める

事例が目立って増加しています。 
 
債権者 対 清算人 
こうした債務不履行リスクに関して、海運業

界では、債務を再編して倒産企業を更生させ

る手法が多く採用されています。この手法を

使えば、会社はキャッシュフロー不足に陥っ

ても営業を継続したまま延滞債務の削減と再

交渉が行えるようになり、資金繰りの立て直

しに取り組めるようになります。倒産企業が

裁判所からこうした保護を受けた場合、個々

の債権者は、手続きへの参加を強いられるこ

とになりますが、たいていは本来の債権額よ

りもはるかに少額しか受け取れなくなります。 
 
しかし、海事法は債権者に有利な法律です。

海事法は、債務者の唯一の資産が船、バンカ

ー油、銀行口座である場合は、債権者が債権

を執行しようとしても難しいという前提に立

って、債権者による債権の確保や執行の支援

に重点を置いています。多くの法域では、責

任に対する判断が下される前に、海事債権者

が債権を比較的容易に確保するための手続が

確立されています。海事債権の執行方法とし

て最も一般的なものは、船舶のアレストと財

産の差押えです。 
 
このように、海事法と国際倒産法には大きな

相違点があり、海事法に基づいて、債権者が、

ある法域において、アレストや差押えなどの

確立した方法で海事権を行使し、債権を執行

しようとしても、債務者である企業が別の法

域において裁判所が認めた更生管財手続に入

った場合、抵触が起こることになります。船

舶のアレストや財産の差押えは、債務者を保

護し、かつ特定の債権者に優先権を与えては

ならないという国際倒産法の原則に反するこ

とになりかねないのです。 
 
UNCITRAL 国際倒産モデル法 
この 20 年～30 年間で市場のグローバル化が進

み、破産問題について、国際的な対応と調整

を行う必要が生じています。UNCITRAL国際
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倒産モデル法 1は、そのニーズに応えるための

ものです。UNCITRALは、次のようにうたっ

ています。 
 
「これは、厳しい財務状態や債務超過に陥っ

ている債務者に関して、国際倒産手続を効率

的に進めるための現代的な法的枠組みを備え

た倒産法を各国が整備する際の参考に資する

ことを目的として作成されたものである。」2 
 
しかし、各国立法者の動きは鈍く、これまで

に、モデル法を採択したのはわずか 20 か国程

度に留まっています。採択した国は、米国、

英国、ポーランド、日本、韓国、南アフリカ、

オーストラリアなどです。 
 
採択した国の中にも、モデル法の一部しか採

択していない国や、一定の修正を加えた上で

採択した国もあります。また、南アフリカの

ように、自国法に完全には導入していない国

もあります。注目すべき点は、シンガポール、

香港、欧州諸国（英国とポーランドを除く）3

など、船舶のアレストを優先する国々が採択

していないことです。 
 
米国は、UNCITRAL国際倒産モデル法を自国

法に導入し、これが既存の海事法とともに比

較的うまく機能しています。債権者に有利な

進歩的なアレスト法を採用していることで有

名な南アフリカは、このモデル法を自国法に

はまだ導入していません。本稿では、これら

の法域の姿勢について検証を行います。 
 
米国: 第 15 章により、国際倒産事案における

一定の確実性を提供（しかし、債権者はどう

か？） 
                                                             
1 1997 年 5 月 30 日に国際連合国際商取引法委員会

（United Nations Commission on International Trade Law）が

採択しました。 
2 www.uncitral.org を参照。 
3 EU諸国は、倒産手続に関する EC規制（2000 年 5 月 29
日第 1346/2000 号）に拘束されます。これは、多くの点で、

UNCITRAL 国際倒産モデル法と同様の効果を有するもの

です。 

米国における国際倒産問題は、2005 年に米国

連邦破産法（US Bankruptcy Code）に追加され

た第 15 章 4によって効率的に処理されていま

す。この第 15章は、国際倒産問題に関して、

UNCITRAL国際倒産モデル法を実施すること

をうたうものです。 
 
第 15 章の目的は、国際倒産問題を効率的に処

理することです。これは、外国の更生手続や

清算手続において、債権者・債務者の利益を

保護するために米国裁判所の支援を得ること

を目的として、その手続の外国代理人が発動

するのが一般的です。この手続は、「外国主

手続（foreign main proceedings）」や「外国主

手続でない手続（foreign non-main 
proceedings）」の承認を求める外国手続に付

随的な手続です。 
 
外国の手続が米国の破産裁判所によって認め

られた場合、第 15 章では、外国の清算人また

は代理人が米国に居住する非米国人債務者の

資産に対する支配を得ることを可能にする仕

組みが定められています。また米国以外の法

域での手続が「外国主手続（foreign main 
proceedings）」とみなされる場合、米国の倒

産処理手続について停止を受けることができ

ます。 
 
このように、第 15 章は、法域間における調整

を目的とするものであり、これによって、債

務者企業の全世界の資産を 1 つの法域の法的

枠組みの下にまとめられるようになります。 
 
しかしながら、米国裁判所での承認の前に、

外国倒産手続が存在するという理由だけで、

米国でのアレストや財産の差押えから保護さ

れるという点において、第 15 章の適用と米国

海事法の適用には、なお緊張関係が存在しま

す。 
 

                                                             
4 合衆国法律集第 11 編第 1 章 

http://www.uncitral.org/
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外国での破産は自動的には承認されません。

債務者、債権者等が異議を申し立てる場合が

あります。しかし、米国の裁判所は、決定す

る強力な裁量権を有しています。場合によっ

ては、米国の裁判所は、何ら異議の申し立て

がなくとも外国の手続の承認を拒否すること

もあります。 
 
しかし、米国裁判所は、予告・審理をした上

で、外国の倒産処理手続を認めることがあり

ます。一旦認められると、外国代理人は、米

国の裁判所と債務者の関係者に自由に接触す

ることが可能で、これには、債務者が利害関

係を有する法的手続や訴訟にアクセスする権

利も含まれます。米国裁判所に全面的にアク

セスできるということは、外国代理人が米国

で利用可能な進歩的な証拠開示手続を利用で

きることを意味します。 
 
船舶がアレストを受けた場合には、たとえ競

売が予定されていたとしても、第 15 章の申し

立てにより、自動的に競売は取り消されます。

しかし、米国裁判所は、強力な裁量権を有し

ており、申立てを継続させつつ、差止命令に

よる救済を与え、競売を延期すべきと判断す

ることもあります。裁判所が審理を行わず、

外国の手続の承認を決定した場合には、競売

は取り消され、船舶（資産）は、破産財産の

一部とみなされます。 
 
南アフリカ: AJRA 第 10 条において、アレス

トを行う個々の債権者はなおキングである

（ただし、最初に行動を起こした場合に限る） 
南アフリカは、UNCITRAL国際倒産モデル法

の署名国であって、2000年国際倒産法第42号
（Cross Border Insolvency Act 42）5を制定して

いますが、モデル法または倒産法の下では、

倒産または破産命令が南アフリカで互恵的に

承認される国は指定されていません。 
 

                                                             
5 2003 年中に施行されました。 

したがって、南アフリカの国際倒産法自体は、

全世界における債務返済の凍結や手続の自動

停止の申請のために外国の破産命令の執行を

希望する当事者にとっては、実際的な助けに

はなりません。6 
 
南アフリカのコモンロー上、外国で登記され

た会社に関する清算、更生管財手続、債務返

済の凍結、会社更生等の命令自体には、法的

な地位は認められていません。したがって、

こうした外国の手続が存在するだけでは、南

アフリカの海事法 7または行政区の（非海事）

手続に基づく船舶のアレストや差押えを妨げ

ません。 
 
同様に、外交の清算人（または同様の代理人）

は、南アフリカ法に基づく固有の法的地位を

有していません。つまり、自らが代理する倒

産企業に帰属するものであっても、南アフリ

カ国内の動産を占有することはできず、また、

南アフリカの裁判所において外国の倒産企業

を代理して訴えの提起や防御を行うことはで

きないということです。ただし、関係する外

国の清算人が、まず、関係する外国倒産法

（または同様の法）に基づいて自らに与えら

れた権限の承認・確認を南アフリカの裁判所

に求めた場合はこの限りではありません。 
 
行政区の非海事事案において、外国の清算人

から南アフリカの裁判所に対して承認の申請

がなされた場合、裁判所は、外国の清算人の

権限を承認するにあたり、国際礼譲 8、便宜、

衡平などの問題を考慮します。しかし、南ア

フリカの裁判所は、法律を一貫性なく適用す

る傾向にあることから、南アフリカの行政区

                                                             
6 債務返済の凍結または自動停止に相当する規定を有する

法律（新会社法および同法が導入した事業救済制度）が

このほど制定されましたが、これらの規定は、南アフリ

カの企業のみに関係するものです。 
7 1983 年海事管轄権規制法（Admiralty Jurisdiction 
Regulation）第 105 号 
8 国際社会において慣習として行われている礼儀 
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裁判所で承認の申請を行おうとする当事者に

とっては不確実性が残ります。 
 
しかし、南アフリカの海事債権者には、船や

貨物等の海事債権のアレストや法定売却手続

について特別な保護が与えられています。

1983 年南アフリカ海事法（South African 
Admiralty Act [AJRA]）第 105 号第 10 条には以

下のとおり定められています。 
 
「海事債権についてアレストを受けた財産ま

たは財産に設定された担保、または強制執行

により、もしくは海事管轄権を行使する裁判

所の命令に基づいて売却された財産の収益は、

… 破産管財人（trustee in insolvency）に帰属す

るものではなく、また、財産の所有者または

当該財産、担保または収益に対する権利を有

する可能性のあるその他の者の清算人または

更生管財人（judicial manager）が管理する資産

の一部を構成するものではなく、当該財産、

担保もしくは収益または当該財産のアレスト

に係る債権に関するいかなる手続も、かかる

所有者または人に関する破産手続

（sequestration）、解散もしくは更生管財手続

により、またはこれらを理由として停止され

ない。」 
 
第 10 条の効果は、清算、更生管財または倒産

処理手続が開始する前に船がアレストを受け

た場合には、アレストされた財産は、管理対

象／破産財産とはならないことです。同様に、

第 10 条の下では、外国清算人または代理人の

承認を求める申請が行われる前に船舶が南ア

フリカでアレストされた場合、その船舶は、

同様に、破産財産から除外されます。 
 
最近まで、南アフリカの裁判所が、同国に寄

港する船舶に対して、アレストまたは財産の

差押えを禁じる命令を出した事例はありませ

んでした。 
 

しかし、2011 年以降に、重大な意味を持つ事

案が 2 件発生しました。 
 
(i)  KLCの管財人の 2011 年の命令 
2011 年、Korea Line Corporation（KLC）の共

同管財人は、ダーバンのクワズール・ナター

ル州高等法院に対し、（韓国法上）正式に選

任された管財人として承認し、いかなる人も

南アフリカにおける KLC の資産のアレストを

行うことを禁じることを求めました。 
 
命令が条件付きで下され、その内容がリチャ

ーズベイの債権者 1 名 9に送達されるとともに、

日刊紙 2 紙に掲載されました。KLCの多数の

債権者らは、担保を確保するため、あるいは

既に得た仲裁判断に基づいて船舶をアレスト

することもなく、これを争いませんでした。 
 
南アフリカの法曹界の中には、この命令には

異議を申し立てるべき点が多いと指摘する者

もいましたが、一種の拘束力のない先例とな

りました。 
 
(ii)  OSG の 2012 年の命令 
2012 年 12 月、もう 1 件の申請が、ダーバンの

クワズール・ナタール州高等法院に提出され

ました。Overseas Shipholding Group Inc.（OSG）

と 180 の関係事業体が前月にデラウェア州の

米国連邦破産裁判所が出した命令を承認する

命令を求めたものです。 
 
その命令は、米国（第 11 章）の命令の規定、

特に、米国連邦破産法第 362 条における自動

停止とその関連規定が適用され、全面的に有

効であり、クワズール・ナタール州だけでな

く南アフリカ全域で適用される（このこと自

体が独特である）とされたことから、効果の

点で重要なものでした。 
 

                                                             
9 わずかな金額の返済義務を負っていた船舶代理店 
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この命令により、南アフリカにおける動産の

差押えや OSG の船舶のアレストの禁止を含む、

手続の開始または継続の停止が認められまし

た。命令は、南アフリカの裁判所の全書記官

に送達され、各種新聞で公告されました。 
 
この命令は、これまでのところ争われておら

ず、南アフリカにおいて米国の破産命令が承

認された先例となっています。同時に、清算

人または代理人が選任されていない場合に倒

産者自身が命令を申請・取得することができ

る先例が南アフリカで初めて確立されました。 
 
KLC と OSGの事案は、南アフリカの倒産処理

法の大きな進展を示すものです。しかし、命

令は、南アフリカでの KLC／OSGの船舶のア

レストの前に得られたものでした。 
 
したがって、これらの先例は、南アフリカ海

事法第 10 条の規定に取って代わるものではな

く、共存することになりそうです。したがっ

て、債権者が、命令を求める前に、船舶をア

レストすることができる場合、第 10 条による

特別の保護を債権者は引き続き活用すること

が可能です。 
 
まとめ 
ここで示した米国と南アフリカに関する多く

の問題は、世界の他の法域にも当てはまるも

のです。海運業界を取り巻く厳しい環境が続

く中、多くの海運会社の手元流動性が減少し

つつあります。市場では、銀行が債務不履行

者に対してより厳しい措置を取り始めると、

倒産の増加は避けられないであろうと観測さ

れています。 
 
こうしたことを背景に、世界中で国際倒産処

理制度が発展を続けています。しかし、米国

や EU加盟国等の法域においては倒産処理制度

の協調が進展を見せているものの、倒産処理

法と海事法との緊張関係は依然残ったままで

あることから、債権者と海運会社がそれぞれ

のニーズに最も適した法域を求める、いわゆ

る「法廷地漁り」が行われる余地はまだ相当

残されています。 
 
債権者と清算者との間の戦いの結果を左右す

る法域の選択は、結局のところ、最初に行為

を起こす当事者に委ねられているのかもしれ

ません。 
 
なお、本稿の南アフリカ法の解説部分の執筆

については、Shepstone & Wylie事務所の Shane 
Dwyer 氏にご協力をいただきました。 
 


