
「財産開示手続の現状と今後の展望  
‐権利実現の実効性を高めるための方策‐」 

 
第 1 章 問題の所在 
 平成 15 年 7 月の民事執行法・民事執行規則改正において、民事執行法 196 条以下に新た

に「財産開示手続」が創設された。財産開示手続とは、債権者の申立てにより、裁判所が

債務者を法廷に呼び出し、債務者の保有する財産を、債権者・一般先取特権者に対して開

示させるという制度である。 
この制度の導入の経緯を以下、順を追って説明する。まず平成 13 年 6 月に司法制度改革

審議会の意見書において、民事執行制度の強化が提示された。その中で、権利実現の実効

性の向上を図る目的として、「債務者の財産を把握するための方策」を創設すべきと指摘さ

れていた。この提言を踏まえて、法務大臣から法制審議会に対して、「権利実現の実効性を

より高めるという観点から、民事執行制度の見直しを行う必要があると思われるのでその

要綱を示されたい」という諮問がなされ、その後の法制審議会担保・執行法制部会におい

て議論が重ねられ、平成 15 年 7 月 25 日の第 156 回国会において「担保物権及び民事執行

制度の改善のための民法等の一部を改正する法律」が成立し、民事執行法 196 条以下に「財

産開示手続」が導入されることとなり、同年 8 月 1 日に交付された。 
この財産開示制度について、諸外国の制度をみると、債権者に債務者の保有する財産の

情報を取得させる制度が、様々な形式で設けられている。アメリカ・韓国・ドイツには、

今回日本において制定された財産開示手続と似た制度がある。フランスにおいては、日本

の財産開示制度とは形式を異にしたものの、債権者が債務者の財産を特定するための手段

として、債権者から委託を受けた執行吏の申立てにより、検察官が国や金融機関に対して

債務者の財産に関する情報の提供を求めることができる制度がある。韓国においても 2002
年の改正により、公共機関や金融機関等に対し、債務者の財産の情報を照会できる制度が

制定された。 
以上のような、他国の制度も参考とした上で、我国においても財産開示制度が創設され

ることとなった。その背景には、金銭債権に基づいた勝訴判決を得ても、債権者が債務者

の財産を特定することができず、債権者の権利が実現されないこと、また債務者が、故意

に自己の保有する財産を隠匿し執行から逃れるという現状があった。つまり、財産開示制

度は、上記のような事態を防ぎ、債権者の権利実現の向上を図ることを目的として導入さ

れたと考えられる。 
しかし、立法から 3 年経つ現在（平成 18 年）において、必ずしも財産開示手続の制度が、

当初の立法段階に構想されていたものに比べ、実効性のある制度として活用されていない

状況にあるのではないかと考えられる。具体的な数値として、大阪地裁のみでの統計では

あるが、平成 17 年 12 月末日段階で終局した財産開示事件における財産の開示率は 37.6％
であったことが紹介されている1。全国的な統計数字ではないものの、その実効性には少な
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からず疑問を抱かざるを得ない。この原因として、財産の非開示に対する罰則が、過料 30
万円と少額であることが指摘できる。この財産開示手続の実効性に対しての評価は、一概

に消極的な評価だけではないが2、私が考える上では実効性の無き制度として評価する。 
以下、本論文においては、立法過程における議論を精査することにより、本来この制度

がどのようなものとして構想され、また、どのように機能することが期待されていたのか

を明らかにしたうえで、現状においてはどのように活用され、どの点に問題があるのかを

分析する。そして、以上の分析に基づき、財産開示手続が今後どのようにすれば実効性あ

る制度として運用されるのかを、立法論的見地から検討を試みることとする。 
 

第２章 財産開示手続の概要 
第 1 節 財産開示手続の法的性質 
 財産開示手続については、いくつかの重要な法的性質が挙げられる。まず、第一に「準

備執行」の側面を有するという点である。民事執行法では、第１条（以下、民事執行法の

条文については、単に法○条と記す）において財産開示手続は、強制執行・担保執行・形

式競売と並ぶ民事執行の一つとされている。この制度は、裁判等で得た、債権者の実体法

上の権利を、強制的に実現する機能を有しているため民事執行に組み込まれているのだが、

財産開示手続によって直接の権利を実現することができるのではなく、債務者の財産を国

家権力を行使し開示させることで、金銭債権の強制執行の実効性を上げようとするための

手段である。つまり準備的な執行として制定された。 
 第二に、財産開示手続は、手続として二段階の構造を持つという点が挙げられる。この

二段階の構造とは、「開示手続実施決定手続」と「開示実施手続」である。開示手続実施決

定手続とは、債権者による財産開示手続の申立てに基づき、執行裁判所が申立ての適法性

と、財産開示手続を行うことができる要件が具備されているのか否かを審査した上で、こ

れらが認められると、開示手続実施決定がなされるというものである。開示実施手続とは、

執行裁判所が財産開示期日を決定し、債務者を法廷に呼び出し、開示期日に出頭した開示

義務者に債務者の財産状況について報告させる手続のことである。 
 第三に、財産開示手続は「非強制」の執行手続であるということである。非強制の執行

手続という意味は、財産開示義務者には財産開示期日における開示義務が課せられてはい

るものの、開示義務者の不開示に対して開示自体を強制するための規定は無いということ

である。開示義務者の、不出頭や宣誓拒絶に対しては、30 万円の過料という制裁はあるが、

これは秩序罰であり、懲役や罰金等の刑事罰とは異なる。罰則規定を過料 30 万円としたこ

とにより、債務者の財産の不開示を抑制する機能はあっても、財産を強制的に開示させる

効果は無いと言っても過言ではない。この点に対して、立法段階における制度構成の欠陥

であり、運用面に期待するという指摘が多い3。他国の財産開示制度と比較してみても、多

くの国は開示義務の違反に対し拘禁や刑事罰を科すという罰則がある4。 
 最後に、財産開示手続は裁判上の手続であるという点である。財産開示手続には、当然
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のことだが、民事執行法・民事執行規則が適用される。その他にも、法 20 条に規定がある

ように民事訴訟法・民事訴訟規則の準用もある。財産開示期日の手続は、民事訴訟の当事

者尋問に類するもので、民事執行法 199 条 6 項・7 項に規定されているとおり、民事訴訟

法の規定を一部準用している。 
 
第 2 節 財産開示決定手続－財産開示執行の要件（法 197 条） 
 財産開示手続も、民事執行の一種であり一般の強制執行と変わらず、執行力ある債務名

義に基づいて行われる。しかし、財産開示手続を行うにあたっては、債務名義の種類が限

られてくる。それに加え、いくつかの要件を備えたうえで、初めて財産開示を行うことが

できる。ただし、一般先取特権者は、先取特権の存在を証する文書であれば足り、その格

式や種類を問われないとされている。以下において、財産開示手続の要件となる法 197 条

を中心にみていく。 
 まず 197 条 1 項にある「債務名義」の要件であるが、財産開示手続においては、確定的

な債務名義を有する債権者のみが行うことができるとされている。つまり、仮執行宣言を

付した判決・仮執行宣言を付した支払い督促・執行証書・確定判決と同一の効果を有する

支払い督促は、財産開示手続を行うことのできる債務名義からは除外された。ここで、除

外されている債務名義は、暫定的な債務名義であるか、仮に誤って執行がされたとしても

原状回復が比較的容易であるという特性に基づいて、債務名義としての効力が認められて

いるにすぎないものである。財産開示手続は、いったん開示されてしまえば原状回復がで

きない損害を債務者に与えてしまうという性質を有することから、これら暫定的な債務名

義等については除外されることとなった5。 
 次に、執行裁判所が開示手続実施決定をするためには、次の①か②の場合でなければな

らない。まず、①197 条 1 項 1 号・2 項 1 号に規定されているとおり、「執行不奏功の場合」

でなければならない。その意味は、先に行った強制執行、または担保執行における配当手

続において債権者が、完全な弁済を得ることができなかった場合である。次に、②1 項 2 号・

2 項 2 号に規定されているが、「知れている財産に対する強制執行または担保執行を実施し

ても、申立て債権者がその金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があったとき」

である。この①か②に該当しない限りは、財産開示手続を行うことができない。 
 次の要件としては、197 条 3 項が挙げられる。その内容は、原則として「債務者が申立て

の日前 3 年以内に財産開示期日においてその財産について陳述をしたものであるときは、

財産開示手続を開始する旨の決定をすることができない」というものである。しかし、こ

れには同法 3 項各号に例外が規定されている。例外の内容は、①債務者が財産開示期日に

おいて一部の財産を開示しなかったとき。②債務者が財産開示期日後に新たな財産を取得

したとき。③財産開示期日後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。この 3 つの

事由のどれか一つに該当する場合は、一度財産開示手続を 3 年以内に行っていたとしても、

再び同一債務者に対して財産開示手続を行うことができる。 
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 また、債務者に倒産手続が開始されると、財産開示手続においても執行障害となり手続

を進めることができなくなる。これは、破産法 42 条 6 項に規定があり、「破産手続開始の

決定があったときは、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続の申立てをすることが

できず、破産債権又は財団債権に基づく財産開示手続はその効力を失う」とされている。

破産手続開始決定の効果として破産財団所属財産に対する強制執行、および一般の先取特

権の実行はできず、破産財団は破産管財人の管理に服するので（破 78 条・79 条）、個別の

債権者には財産開示の必要がないことからこのような規定が設けられているのである。 
 では、以下において、財産開示決定手続の具体的な手続を紹介する。まず管轄裁判所で

あるが、法 196 条に規定があるとおり財産開示手続の場合、財産の所在等に関わらず、債

務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所となる（法 196 条）。 
財産開示手続は、債権者の申立てによって開始される。申立ては、書面により行う（民

執規 1 条）。申立書には、当事者の氏名・名称・住所、代理人の氏名・住所並びに申立ての

理由を記載しなければならない。申立ての理由には、申立てを理由付ける事実を具体的に

記載し、立証を要する事由ごとに証拠を記載しなければならない。財産開示手続の開始後

に、同一債務者に対して、他の債権者から財産開示手続の申立てがあった場合には、手続

の進行上可能な限り、両事件を併合することができよう（民訴 152 条の類推）6。 
財産開示手続の申立てがあり、財産開示執行の要件を備え適法であると認められるとき

は、執行裁判所は財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。要件を欠く申

立ては、決定で却下される。この却下決定に対し、申立債権者は執行抗告をすることがで

きる。 
 
第 3 節 財産開示執行の手続 
財産開示執行の決定がなされると、実施決定が債務者に送達される。財産開示手続実施

決定が確定したときは、執行裁判所は、財産開示期日を指定し、申立人および開示義務者

を呼び出す。同時に、開示義務者が財産目録を執行裁判所に提出すべき期限を定めて開示

義務者に通知する。債務者に法定代理人がいる場合には、その法定代理人が開示義務者と

なり、債務者が法人である場合にはその代表者が開示義務者となる。 
開示義務者は、提出期限までに、執行裁判所に財産目録を提出しなければならず、財産

目録には、財産開示期日における陳述の対象となる債務者の財産を記載する。提出された

財産目録は、法 7 条に定める民事執行の事件の記録に該当するので、利害関係人の閲覧の

対象となる。 
財産開示期日において、開示義務者は出頭し、宣誓を行い、債務者が現在有する財産に

ついて陳述する義務がある。ここでは、原則として代理人による宣誓及び陳述が認められ

ない。開示期日における、陳述すべき債務者の財産は、積極財産のみであり消極財産は含

まれない。また、日本に所在する財産のみでなく、外国に所在する財産も陳述の対象とな

る。そして、原則として開示義務者は、申立人の債権額に関わらず積極財産の全てを開示
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しなければならない。ただし、法 200 条により陳述義務の一部免除が定められている。同

条によると、申立人の同意がある場合、または一部開示の結果、申立人の執行債権・被担

保債権の完全な弁済に支障がなくなったことが明らかになった場合において、執行裁判所

に許可を申立て、その許可を受けたときは、その余の財産について陳述することを要しな

いとされている。 
期日において、債務者の財産を、より正確に開示させることを目的として、執行裁判所

または債権者が債務者に対して、質問を行うことができる（法 199 条 3 項・４項）。これは、

あくまで債務者の陳述の補充で行うものであり、質問により圧力をかけることで任意弁済

を促すことを目的とした問答が目的ではない7。 
以上の、財産開示期日における手続は非公開で行われる。これは、債務者の財産を陳述

により、強制的に公開するという事項は、債務者のプライバシーに属するからである。ま

た、プライバシーに属する事柄を、もし利害関係人でもない第三者に知られるということ

は、債務者のプライバシーの侵害を公に認めることにもなってしまうからである。 
財産開示手続においては、債務者の不出頭・宣誓拒絶・不陳述・虚偽の陳述に対しては、

30 万円以下の過料が処せられることとなっている（法 206 条 1 項）。また、申立人等の利

害関係者が、開示情報を目的外のために利用した場合も 30 万円以下の過料に処せられると

されており（同条 2 項）、債務者保護が図られている。 
財産開示手続は、以下の形式で終了する。①開示義務者が財産開示期日に出頭し、開示

義務者としての義務を果たしたとき。②開示義務者が開示期日に出頭しないなど、開示義

務者の義務を履行しなかったとき。この場合は、執行裁判所は財産開示期日を終結し、そ

れに伴い財産開示執行は終了する。もし、正当な理由のない不出頭や、虚偽の陳述をした

場合には、執行裁判所は過料手続に入る。③財産開示執行の開始後に債務者が死亡したと

き。財産開示手続の実施決定における必要要件は、債務者ごとに属人的に判断されるべき

ものであり、債務者に対する財産開示事件と債務者の相続人等に対する財産開示事件とは

別個の事件と解されることによる8。 
 
第 3 章 制度趣旨 
第 1 節 立法目的に関する国会議論 
 平成 15 年、第 156 回国会において「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の

一部を改正する法律」が制定された。そこで民事執行法の中に「財産開示手続」が創設さ

れることになった始まりは、平成 13 年 6 月の司法制度改革審議会の意見書の中において権

利実現の実効性の向上を図る目的として、債務者の財産を把握するための方策を創設すべ

きであると提唱されたからである。以降、この提言を受け法制審議会担保・執行法制部会、

また国会において議論がなされた。以下では、立法段階において財産開示手続がどのよう

な目的で制定されたのか、また、この段階における構想および議論状況について紹介する

とともに、財産開示手続が立法段階から抱えていた問題点も紹介する。 
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 財産開示手続を創設するにあたり、債権者が裁判等の公権力により債務名義を得たとし

ても、金銭債権を全額手にすることが困難な現況があった。その理由として、執行を行う

にあたっては、債権者側が債務者の財産を特定する必要があったこと、さらにこの際に債

務者が財産を隠匿する等の理由から、債権者による債務者財産の特定が困難な事態に陥る

ことが多々みられたことが挙げられる。実際に債務名義を得たところで、債権者としての

権利が実現できないのなら、この権利は画餅に帰する。そこで、債務者の財産に関する情

報を取得することの必要性が唱えられていた。このような状況の下で改正法により「財産

開示手続」が創設された。 
財産開示手続を創設するにあたり、法務省の法制審議会担保・執行法制部会において議

論が繰り返された。この会議の中では、主に財産開示制度の具体的な手続の構築、またそ

の際に指摘された問題点等の議論がなされ、第 20 回担保・執行法制部会において法制度の

枠組みが構築された。 
第一の問題として、具体的な制度構成のあり方について論じられた。当初は様々な意見

があったが、中間試案において財産照会手続と、財産開示手続とに分けて議論された。前

者は、財産開示を私人・国・地方公共団体等の第三者に対して行うもので、後者は、直接

債務者に対して財産開示を求めるものである。第三者に対して、財産開示を行わせること

を提案した理由としては、第一に、フランスの法制度を参考にしたこと、第二に、日本で

も捜査機関が、一定程度の権限を持ち調査等の必要情報を、第三者に対して照会できる制

度が存在し実効性の高い機能として期待できたことが挙げられる。しかし、この第三者に

債務者の財産状況を照会するという制度は、パブリック・コメントの結果、各方面から否定

的な意見が出された。否定的意見の内容は、「公的機関の有する情報を目的外に利用するこ

とは個人のプライバシーの侵害になるという問題があること」また「弁護士照会のような

制度よりも更に実効性のあるものとするために、全くの私人に対して回答義務を課すよう

な照会制度が果たして正当化できるかは検討が必要とのこと9」である。確かに、日本の国

家機関・民間団体には「個人情報保護法」により、個人情報を目的外に開示することは原

則禁止とされている。また、弁護士等の現場の声として、民間企業は照会制度により情報

を求められても「守秘義務」との関係でなかなか債務者の情報を出してくれない事態があ

り、情報を提供してもらったが、逆に賠償義務を負うという事態も予想できるということ

が挙げられた。こうして、第三者に対しての財産開示制度は、実効性の確保の難しさから

審議会において却下されたのも納得できる。 
第二の問題として、罰則を盛り込むか否か、また罰則を盛り込んだとしてもどの程度の

罰則が適切なのか議論された。罰則を盛り込む意見としては、「財産開示制度を設けたとこ

ろで罰則がないと、この制度自体に実効性が保証できなくなる」また「実効性がないとな

ると、現在の競売妨害事案と同じようなフラストレーションがたまる10」と言った指摘が多

かった。この罰則賛成意見に立つ人は、刑罰や引致もできる程度の罰則を設けるべきだと

指摘していた。逆に、弁護士会からは、罰則を以って財産開示を強制することは、余りに
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もドラスティックに受け止められる等の理由から、罰則の適用を否定する意見が出された。 
第三の問題として、制度の濫用の問題である。財産開示手続が創設されることになると、

制度を利用するのは、悪質な消費者金融等の業者だと予想されていた。そこで、この悪質

な金融業者の善良な少額債務者に対する強引な取立ての武器の一つになるとの懸念があっ

た。このような指摘に基づき、債務者の保護が図られた。この具体的な措置として、債務

名義の限定がなされ（法 197 条 1 項）、また財産開示手続を行うと、同一債務者に対し 3 年

以内は手続ができないとされた（法 197 条 3 項）。 
 次に、国会の段階における議論であるが、この場でも法制審議会と同様の懸念が論議さ

れた。第一の懸念としては、「債務者側からみると、債権者の弱いものいじめの道具として

使われる11」ことである。やはり、過料の制裁のもとに財産を開示しろというのは、債務者

の負担が大きいのではないかという指摘が多かった。貸金業者であれ、あるいはクレジッ

ト業者であれ、債務者が何も持っていないことを承知の上で嫌がらせのように使うという

ことがあれば、債務者にとっては精神的な圧迫になってしまうであろう。 
第二の懸念としては、財産を開示することはプライバシーの侵害となる可能性があると

いうことである。「特に、善良、弱小な債務者のプライバシーが不当に侵害されることがな

いよう、適正な運用がされるよう配慮するとともに、財産隠しを当然とするような悪質債

務者の財産の隠匿や不当な処分によって資産が散逸されることがないよう、運用される必

要があると考えます12」との指摘があり、開示面とプライバシー面との衝突が問題とされた。 
この制定段階の構想は、国会または法制審議会の議論を伺うと、債務者のプライバシー

保護の面に重点を置き、悪質な債務者を強制的に財産開示させることの有効性についての

提言が少ない。つまり全体的に、債務者に強力な力を加え、財産を開示させることを目的

としていないと考えられる。この法律を制定する本来の目的である、実体法上の権利を実

効性あるものにするという機能を持たせることに重点が置かれておらず、財産開示手続が

機能するのか疑問を抱かずにはいられない。 
 
第 2 節 他国の財産開示手続との比較・検討 
 財産開示制度が、制定される際に一つの参考としたのが他国の制度である。以下におい

て、他国の財産開示制度について、実効性を持たせることに効果があると考えられる、罰

則面を中心に比較していく。 
 我国で創設された財産開示手続は、裁判所が債務者を呼び出し、自発的に財産を開示さ

せるといった制度である。これと同じ形態の制度としては、米国の「補助手続」、ドイツの

「開示保証」、韓国の「財産明示手続」等がある。違う形態の制度として、公共的期間等に

対して照会のできる制度がある。この制度の代表的なものは、フランスに存在する。これ

は債権者から委託を受けた執行吏の申立てにより、検察官が国や金融機関に対して債務者

の財産に関する情報の提供を求めることができるという制度である。フランスでは、検察

官が民事裁判にかなり関与すること、金融機関のデータが集約されているシステムが存在
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することからこのような制度が成り立っている。 
 米国の「補助手続」とは、金銭の給付を命じる判決が出され、強制執行を行っても不奏

効な場合に、債権者の権利実現を行うことを目的として制定されている法律である13。この

制度は、債務者を公開の法廷に呼び出し、呼び出された債務者は債権額の大小に関わらず

保有財産の全てを開示しなければならないというものである。債務者が出頭を拒否する場

合には、強制的に出頭させられる。陳述等の拒否に対しては、裁判所侮辱として監獄に収

監されるという制裁が課せられる。このような強力な制度が存在するところから、債務者

が法廷外における任意の陳述に応じ、事件が決着することが多いようである。実際、地域

によって異なるが比較的利用されているようである。 
 ドイツの「宣誓に代わる保証（開示保証）」は、概ねアメリカの補助手続と類似した制度

である14。債務者を法廷に出頭させ、所有する積極財産を記載した財産目録を作成し、開示

保証のための期日において、その内容の正確性を宣誓に代えて保証しなければならない。

執行官が債務者に対し質問を行うこともできる。債務者が正当な理由が無いにも関わらず

出頭しない場合には、拘禁令状が発せられる。また、虚偽の財産開示を行った債務者に対

しては、虚偽保証罪・過失虚偽保証罪等の刑事罰まで問われることもある。ドイツにおい

ては、「宣誓に代わる保証」は広く利用されているようであり、1998 年の申立件数は 180
万件、実施件数は 60 万件、拘禁命令数も 75 万件を超えている。また、虚偽保証罪・過失

虚偽保証罪に問われた者の数も増えている。 
 韓国には「財産明示手続」が制定されている15。この制度の概要は、債務者は定められた

明示期日に召還され、財産目録を提示・宣誓させられる。その拒否に対しては刑事罰の制

裁が科せられるという制度である。なお、韓国おいては、2002 年（平成 14 年）の改正に

より、明示期日の欠席、財産目録の提出・拒否に対して、監置制度が導入されており、手

続の強化が図られている。財産明示手続の申請も、初期には数百件台だったが、その後は

激増し、2000 年には 6 万件を超えていると数値が出ており、財産開示の有用性を表してい

る。 
 
第 4 章 制度の現状と問題点の分析 
第 1 節 財産開示手続の活用状況 
 平成 15 年に公布された財産開示手続について、実際の利用状況として、大阪地裁民事部

における、平成 16 年４月 1 日から平成 17 年 12 月末日までの期間の統計がある16。この統

計によると、開示率は 37.6％であり、出頭率は 54.8％である。取下げによって財産開示が

終局した件数は 58 件の 29.9％である。罰則規定に抵触されると考えられる、債務者の不出

頭・不開示の件数は、申立て総件数 134 件に対して、35 件と 26.6％の割合で発生している。

また、財産開示によって債務者の責任財産が発見され、強制執行の申立てがされた例は、

大阪地裁第 14 民事部において判明したところでは、合計 8 件であるとされている。 
 この状況に対しての評価は様々だが、開示率が 37.6％であること、出頭率が 54.8％であ
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ることに注目すると、財産開示の実効性が乏しい数値であると判断できる。また、取下げ

による終局件数が 29.9％であることを考察してみると、そのうちの大部分が任意の履行に

ついて何らかの和解が成立しているとみられる。債権者がまったく理由なく取下げをする

ことは考えられないので、一定の手続外解決が図られているものと推測される17。この現状

は、開示率が低いことから考えると、手続制度として何らかの欠陥が現れているのではな

いかと考える。 
 
第 2 節 財産開示手続の問題点 
 第 3 章・第 4 章 1 節から考えられる財産開示手続の問題点を以下に提起する。現時点の

問題点としては、大きく二つあると考えられる。 
 第一の問題点としては、債務者を法廷に呼び出し財産状況を開示させることから、債務

者のプライバシー侵害に該当するのではないかと言う懸念である。また、開示した後も開

示事件記録を、申立人・財産開示手続申立ての請求を行うことのできる債務名義を有する

他の債権者・債務者・開示義務者は閲覧できる（法 17 条・201 条）。いくら多くの債務を

抱えた者であっても、財産を法廷の場で債権者に開示すること、また一度開示された財産

状況を、期日の後も一定期間、債権者らに閲覧されることは、大きな負担となるのではな

いか。 
 第二の問題としては、やはり財産開示手続制度自体の実効性に疑問があることである。

本章第 1 節で触れたように、財産開示における開示率 37.6％、出頭率 54.8％という低い数

値、また債務者の不出頭・不開示の件数は、26.6％のという高い数値は、実効性の確保がで

きていないことを表していると考える。また開示された中には、債務者による開示は行わ

れたものの虚偽の開示が含まれている可能性もある。 
債務者を出頭させた上で財産開示状況を開示させ、強制執行に直結させるという本来の

制度趣旨からすると、必ずしも実効性があるとは評価できない。そもそも、債務名義まで

取得しながら、債務者の財産さえ知ることができないこと自体が法秩序の実効性という観

点から問題ともいえる。それに加え、債務者の財産を知ることのできる財産開示制度自体

に実効性が保てないとなると、国民の司法への不信は高まるだろう。この点については、

やはり制度構築の段階において、いくつかの欠陥があったことは否定できない。 
 
第 3 節 制度運用についての法制審議会・国会議論 
 財産開示制度を構築する段階において、いくつかの問題に対して具体的な手続面での立

法がなされた。その際に行われた、法制審議会並びに国会の議論から紹介する。第一の問

題点は、開示義務者にとっては、自らのプライバシー権に抵触する可能性の大きい制度で

あると言うことである。そのために、何点かの債務者保護が図られた。第一点目に、債務

名義の限定がされた（法 196 条 1 項）。財産開示は、一度債務者財産に関する情報が債権者

に知れた後は、事後的に債務名義の効力が失われた場合にも、開示前の状態に戻すことが
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不可能である18。つまり、原状回復ができないという特質があるため、確定的な債務名義の

みが財産開示手続において、利用できることとなった。 
第二点目に、財産開示期日における手続は公開しないということである（法 199条 6項）。

利害関係人以外の者に、財産を開示する必要はどこにもない。逆に、財産を利害関係人以

外に開示することは、不当なプライバシー侵害となるだろう。この規定の立法に対して、

法制審議会並びに国会において異論はなかった。 
第三点目に、開示財産の範囲として、全ての責任財産を原則としながら、債権者の同意

がある場合や債権の満足に支障がないことが明らかな場合は一部の開示義務を免除できる

こととした（法 200 条）。この点につき、法制審議会において「経済界からからは責任財産

の全てを開示させるべき19」との指摘が多いと発表された。しかし、債権の満足を得られる

ことができるのならば、それ以上の財産状況を知る必要の無いことから、一部の開示義務

を免除できることとなった。 
第四点目に、開示後 3 年間は開示手続の再施が禁止されることとなった（法 197 条 3 項）。

この点につき、法制審議会において、「債務者の責任財産の全てを開示させるということに

なりましたときには、他の債権者による次の申立てにおいても、またすべての財産開示を

繰り返さなければならないというのは、債務者にとって非常に不利益となる20」と指摘され

た。これに対し、審議会の他の委員からは何も指摘されることとなく、中間思案がそのま

ま法律として制定されることとなった。「3 年間の再施禁止」という項目はほとんど議論が

なく制定されたが、財産状況などは 1 年間の間に変動することがあるのにも関わらず、3 年

間の再施禁止とされたことに疑問を抱く。197 条 3 項 1 号乃至 3 号において、再施禁止の

例外規定が制定されたが、この例外規定である、「債務者が開示期日において一部の財産を

開示しなかったとき」「債務者が新たに財産を取得したとき」を明らかにすることが困難で

あるから、財産開示制度が創設されたのにも関わらず、ここでまた、債務者の財産を債権

者が疎明するとなると、再び債権者にとって権利実現が困難な状況が起こると考えられる。

この再施禁止規定も、財産開示手続の実行性を低くしている一つの要素ではないだろうか。 
第二の問題点として、債権者側から見た悪質債務者による財産隠匿行為が懸念材料であ

ると指摘された。財産開示手続が創設されると、主たる使用者は消費者金融業者になると

予測されていた。債権者である消費者金融側に、制度として武器を与えると、債権者の強

引な取立て手段の一つとなるのでないかとの懸念から、制度の全体的な構造として債務者

保護の規定の多い制度となっている。この制度構造により、財産開示の実効性が確保でき

ないと考え、債権者側にも一定の権限が与えられた。 
実情としては、国会において「某企業は膨大な資産隠しをしたんです。当時、私どもは

宇宙遊泳と言っていましたけれども、短期の定期預金を次々と切りかえて、それをボスト

ンバッグの中に隠して、検察側の冒頭陳述によりますと、大体二千億を超える定期預金を

家族名義で持っていたと言われています。そういうものに対する対応であるとか、それか

ら、よく裁判官の方と話をすると、例えば交通事故の加害者ですけれども、判決を出して
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も、こいつは払わないな、財産を隠しそうだなということが時々あるそうでございます21」

との報告がなされた。このような状況を打破するために、執行裁判所および、執行裁判所

の許可を得た申立て債権者は、財産開示期日において質問を発することができる（法 199
条 3 項 4 項）との内容が盛り込まれた。 

しかし、債権者側に与えられた権限はというのは、この質問権だけであり、例え質問権

を行使したところで、債務者が隠匿している財産を開示するのか疑問の余地がある。この

点も、実効性を低くしている一つの要素ではないだろうか。 
強いて、もう一つ債権者側の実効性確保のための手段を挙げるとするならば、債務者の

期日への不出頭・不開示・虚偽の開示に対して、30 万円以下の罰則が規定されたことであ

る。しかし、先程から述べているが、このたかが 30 万円以下の罰則で債務者に圧力をかけ、

財産開示を強制させる期待は少ない。実効性確保の点からすると、もう少し異なった罰則

が必要であろう。 
 

第 4 節 財産開示制度についての評価 
(1)肯定的見解 

財産開示制度の創設にあたっては、この制度の具体的な手続、また実効性の確保の点に

ついて賛否両面にわたる指摘がなされている。以下では、まず賛成意見を紹介する。賛成

論者からは、財産開示手続の創設により、債権者からすると、債務者の財産がどこにある

かを特定できないことにより、判決で得た自らの権利を実現できないという問題を解決で

きるのではないかとする利点が述べられている。これは財産開示制度の創設の目的でもあ

る。また、財産開示手続に実効性が無いという意見に対しては次のような指摘をしている。 
一点目に、財産開示の基準日が、財産開示期日とされていることから、財産開示期日ま

でに財産を隠匿、破棄し開示がなされないのではないかという疑問に対しては、債権者の

質問権（法 199 条 4 項）を上手く利用すれば良いと指摘している。財産を開示させる工夫

を凝らし、ノウハウを蓄積することにより、債務者の財産を開示させる可能性が認められ、

財産開示について期待できないとすることは早計に過ぎると思われる22。 
二点目に、30 万円以下の過料では制裁にならないとする指摘に対しては、4 章第 1 節で

述べた 54.8％という出頭率を参考にした上で「実務経験では、債務者としての任意の呼び

出しに応ずる債務者は５％程度と記憶しており、それと比較するとかなり高率である評価

している。このように出頭率が高いということは、財産開示義務者である債務者が、正当

な理由なく、執行裁判所の呼び出しを受けた財産開示期日に出頭しないことにより、30 万

円以下の過料に処せられることを回避しているとも評価することができ、それなりに実効

性の確保が図られていると見ることもできる23」という意見も上がっており、一概に開示率

が低いと言うのは妥当ではないとしている。また、他国と制度を比較した上で罰則規定に

対して、「一部の関係機関からの反対があり、刑罰まで科せられていないが、開示内容を保

障するため過料ではあるが罰則が設けられたという点では、諸外国の制度と何ら変わりは
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ない24」という意見もある。 
上記のとおり、財産開示制度が創設され、まだ 3 年足らずの期間において実効性確保が

困難というのは、時期尚早という意見である。現に韓国では制度草創期においては、数百

件にとどまっていたが、現在では 6 万件を超える申立てがあるというのも事実である。 
 
(2)否定的見解 
 財産開示手続に対する、否定的意見は、実効性が乏しいことを指摘する。本章第 1 節で

も述べたが、開示率 37.6％という数値が、実効性の乏しさを裏付けている。 
 否定論者は、この開示率の低さの原因として何点か指摘している。まず「最大で 30 万円

の過料が、債務者が洗いざらい財産を開示するほどのペナルティーとなり得るのか否かが

疑問である25」との指摘である。つまり、罰則面での問題である。他国の制度に存在するよ

うな、開示義務違反者に対して刑事罰を科していないこと、また債務者を拘禁してまでも

財産を開示させるという規定が無いことを比較してみても、日本の財産開示手続には強制

力が無いと指摘している。 
 次に、財産開示の基準日に対しての指摘がなされている。開示すべき財産が、開示期日

当日のものに限定されているため、開示期日前に財産の移転が行われていた場合には、も

はやその財産については開示義務が無いという制度のあり方についても問題があるとの指

摘がある。 
 以上のように、実効性を確保するには、他国の財産開示制度を参考にし、より強制力の

ある制度の構築が必要であるとするのが否定的見解の指摘するところである。 
 
(3)検討 
以上の両者の意見を検討すると、やはりこの財産開示手続の最大の問題点は、本章第 2

節でも述べたが、実効性の確保ということに絞られる。この実効性の乏しさに対しては、

いくつかの原因があると考えられるが、最大の理由は、否定論者が主張するように罰則規

定が緩く、債務者に対して強制的に所有財産を開示させることが困難な状況にあることが

挙げられる。裁判所を通して行うので、強制力のある手続と考えるのは単純すぎるのでは

ないか。 
財産開示の基準日が、開示期日となっていることにも、この制度の問題点がある。その

理由としては、財産開示を申立てられた時点で債務者が、所有財産を意図的に誰かの名義

に変更したり、財産をどこかに隠匿したりする恐れがあるからである。つまり、基準日が

開示期日にされていることで、本来の債務者の財産が開示期日において開示されず、延い

ては執行逃れが起きていることを助長していると捉えることができる。肯定論者は、質問

権（法 199 条 4 項）の行使によって財産を突き止めれば良いと考えているが、債務者が隠

匿を行い、所有財産がないと主張すると、いくら債権者や裁判官が質問を行ったとしても、

債務者は隠匿行為を続けるであろう。また、そもそも債権者からしてみれば債務者が隠匿
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行為を行っていることにさえ気づかないことも多々あろう。 
韓国の例を上げ、3 年足らずの期間において実効性確保が困難というのは時期尚早とする

意見があるのだが、そもそも韓国の財産明示手続と、日本の財産開示手続は罰則の面から

して明らかに強制力の点で差がある。罰則規定として監置制度のある韓国の財産明示手続

の方が、日本の財産開示手続より強い強制力を持った制度であると言える。制度の異なる

他国と比較して、財産開示制度の今後の発展を願うのは、楽観的に過ぎると言える。 
 
第 5 節 現在における財産開示手続の効能─副次的効果とその限界 
 財産開示制度においては、制度創設時には意図していなかった副次的効果が出てきてい

る。その効果とは、債権者が、それまで音信不通の状態であった債務者と、実施決定の送

達（法 197 条 4 項）や、財産開示期日に出頭したことにより話し合いの機会が持たれ、法

廷外において任意の弁済や和解の手続が行われていることである。これは、本章第 1 節で

考察した、取下げによる終局件数が 29.9％の割合で起こっていることからも推測できる。

確定判決により債務名義を取得し、そのうえ財産開示手続まで申立てた債権者が、債務者

から何の履行も受けずに手続の取下げを行うことは考えられない。この点に関して「債務

者を出頭させることに重きを置き、開示内容には期待せず、むしろ終了後の法廷外の交渉

に価値を求めたほうがよいかと思われる26」という意見も出てきている。 
しかし、この効果はあくまでも財産開示手続が創設されたことによる、副次的な効果で

あり、本来の目的とは異なっている。この効果はただ単に、債務者の任意弁済を促そうと

しているもので、財産開示手続の実効性をあげるための本質的な方法ではない。確かに、

和解等により債務者から任意に何らかの履行がなされ、債権者が満足を得ることは良いこ

とかもしれない。しかしながら、財産開示手続の本来の目的は、債権者の権利実現の実効

性を図ることの一つの手段として、債務者の財産を法廷において開示させ、執行により債

権者の満足を得ることである。この副次的効果を主たる効果として位置づけたところで、

たいして利益が生まれるとも思えない。現に、取下げの件数が全て和解等の任意弁済であ

ったとしても、申立て件数の 29.9％しか行えていないのであるから、財産開示手続の有効

な活用方法の一つだとしても、実効性を上げるための抜本的な解決策とは言えない。 
 
第 5 章 財産開示手続とその他の法令との関係 
第 1 節 憲法上の「プライバシーの権利」 
 財産開示制度が創設されるにあたり、一つの問題点とされたのが債務者のプライバシー

であった。これは、立法の段階において国会や法制審議会の議論においても強く指摘され

ており、債務者の保護規定が設けられた要因の一つである。実際に「私も、唯一この制度

について心配しますのは債務者のプライバシーであり、債務者の財産上のプライバシーに

配慮するといったことが必要27」だと国会において指摘されている。そこで、以下において

プライバシーの権利とは憲法においてどのようなものか紹介する。 
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 憲法 13 条の幸福追求権規定を根拠として、プライバシーの権利は保障されていると考え

られている。プライバシー権の概念としては、「ひとりでいさせてもらいたい権利」（古典

的プライバシー権）、「他の干渉をすべて排除する権利」や、「私事をみだりに公開されない

権利」というふうに、観念されてきた28。 
裁判所としては、プライバシー権の考え方として、その保護範囲を広く認めると、他の

利益を犠牲にせざるを得ないという場面が多くなるため、プライバシー権の保護に対して

は、消極的にならざるを得なかった。例えば、判例は「宴のあと」事件判決（東京地判昭

和 39 年９月 28 日判例タイムズ 165 号 184 頁）において、プライバシー権とは「私事をみ

だりに公開されない権利」としている。つまり個人の情報を「公開」され、初めてプライ

バシーの侵害に当たるとしており、みだりに個人の情報を取得することや提供するといっ

たことは、プライバシーの侵害ではないと、狭く解釈している。 
今日では、プライバシー権を「情報プライバシー権」すなわち、自己にかかわる情報を

コントロールする権利として捉える見解が、有力になっている。高度情報化社会といわれ

るなか、個人情報の収集・記録・利用に関し、その人自身が「コントロール」する必要性

は現在において極めて大きくなってきている。この場合、「コントロール権」の範囲がどこ

まで及ぶのかが問題となる。通説は、情報の取得・収集・保有・開示・提供という各過程

の全部にコントロール権が及ぶとしている。そうでなければ、個人の人格的生存を確保で

きないからである。しかし、自己に関する情報は本人のコントロールに委ねられるべきだ

とする自己情報コントロール権によってカバーされる「自己情報」の範囲は、かなり広い

ものとなる。そのため、プライバシーの主張の「肥大化」を招き、自由な言論を阻害する

契機ともなりかねない、との危惧が表明されている29。 
次に「情報」の意義が問題になると考えられるが、これはプライバシー権が幸福追求権

の中で保障されているので、「人格的生存にとって必要不可欠なもの」となる。言い換える

と、人格的生存と無関係な情報はプライバシー権に含まれていない。例えば、ある情報が

不当に利用されたとしても、それによって人格的生存が脅かされる恐れがないような情報

である。一説には「人の道徳的自律と人格的生存にとってどうしても必要な情報」（これを

「固有情報」と言う）を不当に利用されることが、プライバシーの侵害とされている30。こ

の固有情報とは、具体的に「政治的宗教的な心情にかかわる情報」「心身にかかわる情報」

「犯罪暦にかかわる情報」等のことを指している。この固有情報が、不当に取得され、利

用されると個人の人格的自律や人格的生存が脅かされることとなる。 
 
第 2 節 プライバシーの権利と財産開示手続の衝突 
 財産開示手続は、債務者を法廷に呼び出し、債務者の保有する財産を開示させるという

手続構造となっているため、債務者のプライバシーを侵害していると解することもできる。

この場合において、財産開示制度自体が、憲法 13 条に保障されている幸福追求権を侵害し

ているのではないかという問題が出てくるが、この場合どこまでの「情報」をプライバシ
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ー権が保障しているのかによって、結論は変わってくると考えられる。もし、この財産開

示手続で開示される情報を、第１節で述べた「固有情報」とするのならプライバシーの侵

害といえる。また、固有情報と捉えることができないのならば、プライバシーの侵害とは

言えないことになる。 
財産開示手続で開示される情報は、債務者の保有する財産、すなわち財産目録に記載さ

れる預金額、所有不動産、生命保険契約、株式、債券、売掛金、自動車等である。これら、

財産開示手続により開示される情報は、人の道徳的自律と人格的生存にとってどうしても

必要な情報とは言えないので、固有情報でないと考えられる。よって、プライバシーの侵

害ではないと考えられる。仮に、固有情報であったとしても、不当な情報の取得や利用と

は考えられない。なぜならば、この財産開示手続による債務者情報の取得は、債権者の権

利実現のために法的に認められた手続によるものであり、この取得は債権者等に限定され

ており、その者の正当な権利実現のために利用されるからである。 
しかしながら財産開示手続は、直接的にプライバシーの侵害には当たらないと考えられ

るが、プライバシー侵害の危険性のある制度であることは否定できない。具体的には、財

産開示手続により、債務者の財産情報を得た債権者による不当利用等が挙げられる。法は

このような懸念があるために、以下のように債務者のプライバシー保護の規定を置いてい

る。 
まず、閲覧の制限として「財産開示期日の非公開（法 199 条 6 項）」また「財産開示事件

記録の閲覧等の制限（法 201 条）」の規定が置かれている。債権者、一般先取特権者以外の

第三者に対してまで、債務者の財産情報を公開・開示する必要は全くなく、逆に第三者に

財産情報を知られることは不当な情報の開示であるため債務者のプライバシー侵害となる

からである。 
次に、財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限（法 202 条）がなされている。債

務者のプライバシー保護の観点から、申立人は財産開示手続によって得た情報を、債務者

に対する債権の本旨に従って行使する以外の目的のために利用、提供を行ってはならない

のである。まさに、情報の不当利用を抑止し、債務者のプライバシーを保護していると考

えられる。もし、この制限に違反したならば、法 206 条に定める 30 万円以下の過料の制裁

に処せられる。 
 
 
第 6 章 検討 
第 1 節 財産開示手続の問題点とその解決策 
（1）立法論的検討 
 財産開示手続には以上見てきたように、財産の開示を強制することにどれほどの実効性

があるのかは疑問に思われることが多い。このような実効性の乏しい制度となってしまっ

た原因としては、第一に、繰り返し指摘してきたように罰則規定の厳格性の乏しさが挙げ
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られる。第二に、報告すべき所有財産の基準日が財産開示期日となっていることである。

第三に、手続濫用の懸念から設けられた、3 年間の再施禁止事項の規定である。この三点が、

財産開示手続の実効性を乏しくした原因であると考えられる。この解決策につき以下検討

する。 
 第一点目の、罰則規定が厳格性の乏しいものであることは、他国の制度と比較しても明

らかである。そこで他国の制度を参考にして、罰則規定の強化を図るべきだと考える。参

考とすべき他国の制度とは、自由刑・刑事罰の導入、また罰則金の強化である。米国にお

いては自由刑の面で、債務者が陳述に応じない場合に、監獄に収監させる制裁（裁判所侮

辱）がある。また、被告が出頭を拒否した場合にも、裁判所は勾引によって強制的に法廷

に出頭させる権限がある。ドイツにおいても、債務者が出頭しない場合には、開示義務の

履行を強制するために拘禁令状が発せられる。虚偽の開示を行った場合には、刑事罰に問

われる。韓国においても、陳述の拒否に対しては刑事罰の制裁が課されており、不出頭・

財産目録の提出の拒否・宣誓の拒否に対しては、監置制度が導入されている。このように、

厳格な刑事罰を後立てとすることにより、他国では年間に何十万件もの財産開示の申立て

件数、実施件数がある。 
 刑事罰の導入を実現するのなら、次に問題となるのが、他の法令における罰則規定との

整合性である。なぜなら、財産開示手続における罰則規定が過料 30 万円となった理由の一

つに、民事訴訟法 209 条 1 項に規定する当事者尋問における「宣誓した当事者が虚偽の陳

述をしたときは、裁判所は、決定で、10 万円以下の過料に処する」という制裁とのバラン

スが考慮されたからである。立法段階においては、この当事者尋問の規定との整合性を重

視し、また債務者の財産開示に強力なペナルティーを科すべきでないとの理由から、現行

の財産開示手続の罰則規定が設けられたが、財産開示手続は債務名義の取得後に行われる

手続であり、当事者尋問の虚偽陳述に対する制裁よりも処罰価値が断然と高いのではない

だろうか。他の法令との整合性を図るとするのならば、むしろ破産法に規定のある、説明

及び検査の拒絶等の罪（破産法 268 条）、重要財産開示拒絶等の罪（破産法 269 条）や民事

執行法における陳述等拒絶の罪（法 205 条）の規定を考慮すべきである。これらの規定で

は、いずれも懲役刑や、多額の罰金刑が規定されている。債務者財産の開示という法手続

の性質上、財産開示制度と類似した制度であり、法の整合性という点に重視するのならば

尤もな規定である。 
 罰則を過料 30 万円とすることにより、多額の債務を負う開示義務者について懸念される

のは、正に財産隠しである。仮に、債務者が 1 億円の債務を負い、債権者から財産開示手

続の申立てを受けた場合に、何億もの財産を隠すためなら 30 万円の過料程度は覚悟の上だ

と考えるのではないだろうか。これは、特に法人が債務者となった場合において起こりう

る可能性が高い。何億もの資産を有しているはずの法人からしてみれば、30 万円の過料な

どたいした額ではなく、罰則を受けてでも資産を守るに違いない。罰則を受ける代わりに、

財産開示義務を履行しないという行動に債務者を向かわせることは、財産開示制度の不備
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であり、法秩序の面から考えても、問題がある。このままだと、財産開示制度を創設した

ものの、制裁が不十分であるが故に債務者が隠匿行為を行い、債務者財産の開示ができな

いということになり、国家が債務者の隠匿行為を認めているといっても過言ではないであ

ろう。 
以上の検討をふまえると、財産開示制度にも刑事罰の導入により、より実効性のある制

度構築を行うべきだと考える。 
 第二に、報告すべき所有財産の基準日が財産開示期日となっていることに関しては、財

産開示を申立てられた時点で債務者が、所有財産の名義を変更したり、財産を隠匿したり

する恐れがあるために、実効性の確保ができなくなるという懸念がある。この点の解決策

としては、開示すべき保有財産の基準日を前倒しすることが適切な措置だと考える。具体

的に、どの時点を基準日とするかについては、債権者が当該債務者に対する債務名義を得

た時点にすることが適切な措置だと考える。このようにすることにより、債務者は財産の

隠匿を行う時間的な余裕が無くなり、より正確な責任財産が開示されるのではないだろう

か。 
 第三の問題である、3 年間の再施禁止規定が実行性を乏しくしている理由としては、債務

者の責任財産は 1 年足らずで推移することも考えられるからである。これは、特に債務者

が法人の場合には顕著に現れるであろう。債務者が開示期日の後に、財産を新たに取得し

たと考えられる場合には、3 年以内であっても財産開示手続を実施することができる（法

197 条 3 項）のであるが、債権者からしてみれば債務者の財産を把握することは容易なこと

ではない。債務者の財産状況を知ることが困難であるがために財産開示制度の創設がなさ

れたのに、この制度の中において再び債務者の財産を債権者に探させることは酷ではない

だろうか。 
財産開示手続の濫用が懸念され、3 年間の再施禁止事項が規定されたと考えられるが、他

の方法で濫用の防止は可能であると考える。例えば、民事訴訟法の少額訴訟に規定（民事

訴訟法 368 条以下）のある訴えの回数制限が挙げられる。財産開示手続においても、債権

者側から申立てのできる回数に年に何回という制限を加えることで、十分に濫用の防止が

行えると考える。それと同時に、刻々と変化する債務者の財産を正確に把握することがで

きより実効性が高まると考える。 
 
（2）他の制度との連動における実効性確保 
 財産開示制度が創設される前までは、債権者はどこにあるかも分からない債務者の財産

を捕捉することを試みていた。そこで、財産開示制度の創設により債権者にとってみれば

債務者の財産の所在・内容を知ることができるので、財産開制度が十分に機能するのであ

れば有用なものであろう。ここで、他の法令とも連動させて、財産開示手続の実効性を向

上させることができないか検討してみる。 
 まず債務者の財産状況を知る方法として、債権者が代理人として弁護士を依頼している
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場合等は、弁護士を通じて、いわゆる弁護士法 23 条の 2 照会を利用して公務所及び公私の

団体に照会を行うことが考えられる。照会を受ける側は、この照会に対して回答義務があ

ると解されている。しかし、照会を無視したり虚偽の報告をしたりしても法的責任が生ず

るとはされていない。また、金融機関や税務署等の公的機関に照会を行ったとしても、こ

のような機関には、守秘義務等の理由からこれに答えることは無いのが一般的とされてい

る。そこで、財産開示手続を行い執行も行ったが、なおかつ執行不奏功の場合には、この

弁護士照会制度の回答について法的責任を負うとすれば、財産開示手続の実効性確保の有

効な手段となると考える。事実、法制審議会や国会の議論において、弁護士会からは弁護

士照会制度の権限強化を求める意見も出ていた。 
 刑法においては、債務者が債権者の執行を妨害した場合には強制執行妨害罪（刑法 96 条

の 2）が適用される。また、債務者が虚偽の陳述をしたときには偽証罪（刑法 169 条）とな

る。これらの規定は、財産の隠匿等の違法行為を抑制する機能を有していると考えられる。

しかしながら、そもそも債権者が、債務者の隠匿行為を探知することは困難なのではない

だろうか。また、刑事罰は債権者の損害を補填する機能を有しないので、債務者に罰則を

与えることができたとしても、その刑罰により債権者は有用な情報を得ることができない。

しかし、この規定にある刑事罰である自由刑を、財産開示手続の罰則規定として参考にす

ることは、有用だと考える。 
 債権者からすると、債務者について破産申立てを行うこともできる（破産法 132 条）。要

件が整えば破産手続開始決定がなされて、債務者の財産は破産管財人に委ねられる。債権

者からの財産開示制度に比べて、徹底して管財人は債務者の財産状況を把握し管理する。

この場合、全ての債権者は同等の立場となり、他の債権者と平等に弁済がなされる。その

ため、抜け駆け的に弁済を期待する債権者にとっては破産申立てを利用することは、かえ

って不利に働く。しかし、財産開示制度にも強制的な効果を持たせるのならば、破産管財

人のような徹底的に債務者財産を管理する機能を持たせることを考慮しても良いのではな

いだろうか。 
 
第２節 提言─運用面による実効性の確保─ 
 本章第一節でも述べたように、財産開示手続には実効性確保の面においては不備が多い。

特に、罰則規定は債務者に対し強制的に財産を開示させるという効果を有しているとは考

えられない。 
 その他の方法で実効性をいかに上げるかは、裁判所の財産開示手続の運用方法に委ねら

れている。裁判所が、期日においていかなる方針で、債権者に対し質問権の行使を認める

のか、そして裁判所自身が質問を行うのか、また罰則を適用する際に違反事実の認定を如

何に行うのか、どの程度の違反があった場合に過料を課するのかが問題となるだろう。 
 東京地裁と大阪地裁における運用イメージの中では、質問権に対しては、根拠の無い探

索的な質問や債務者を困惑させる質問等は許可すべきでないとしている31。申立債権者から
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事前に質問事項書が提出された場合には、あらかじめ債務者に送付するなどして、回答を

準備してもらうという運用を行っているとのことである。どの程度の質問内容が認められ

るのか、はっきりとした基準は無く、その期日の裁判官の感覚で決まることが多いと予想

される。しかし、債務者が財産を隠匿していると予想される場合には、期日を延長し手続

を続行すべきであろう。また、債務者が提出した財産目録の内容を見て、それを執行した

場合に債務者の債権額に満たないと予想されたときは、裁判官は質問権の許容範囲を広げ

るべきではないだろうか。 
 罰則の適用については、執行裁判所が審理の結果、過料の処罰対象となる事実が認めら

れるときは過料の処罰を行う。ただし、違反の程度が軽微であり、また、事情の変化によ

り処罰の必要が無いと認められるときなどには、不処罰の裁判をすることになる32。罰則の

適用については、財産開示手続の実効性を確保するために重要な要素であり、適切な運用

判断が求められる。罰則規定は先に検討したように、債務者に強制的に財産を開示させる

機能は有していないので、違反が軽微であろうが開示義務違反者に対しては罰則を適用す

べきであると考える。 
 手続の運用は、裁判官の裁量により左右される側面が多い。運用面の改善だけで、財産

開示手続の実効性を向上させることには限界があるが、裁判所の運用の仕方次第で多少は

実効性が向上する面があるのも事実である。少しでも、実効性が向上するように、裁判所

はより厳格な運用に基づき財産開示手続に臨むべきであると提言する。 
 
第 7 章 結語 
 以上検討してきたように、財産開示手続は様々な理由により、立法当初構想していたよ

うに実効的には機能していないことは否定できない。今後のあり方としては、裁判所によ

る運用改善によって実効性を高めていくべきだという指摘もあるが、それには限界があり、

法改正による抜本的改革が必要であると考える。 
改正の方向としては、第 6 章において指摘したように、第一に開示義務違反に対する罰

則を強化すべきと考える。現状のままでは、悪質な債務者が、財産開示制度の運用状況・

手続の特性を理解すればするほど、罰則が軽微であることを踏まえ、あえて財産開示期日

に出頭しなかったり、虚偽の陳述を行うケースが増加すると予想できる。第二に、債権者

が第三者を通して債務者の情報を取得するという手段の強化についても検討していくべき

であろう。具体的には、弁護士照会の権限を強め、金融機関等に債務者の財産状況を強制

的に報告させる方法等が想定される。この案は、法制審議会では導入が見送られたが、今

後再検討する余地は十分にあると考える。 
財産開示制度の立法時における目的である、債権者の権利実現の実効性向上を現実のも

のとするためには、制度の抜本的な改正が必要であると考える。さもなければ、債務者と

連絡が取れるという副次的効果が唯一の効果となり、本来期待していた、債務者財産の所

在を明らかにするということは困難になるばかりであろう。財産開示制度が実効性のある
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手続として確立されなければ、今後も債権者の権利は画餅に帰すことになりかねず、その

実効性を高めることは民事執行制度の存在意義にも関わる重要課題であると考えるところ

である。 
                                      以上 
（文字数：23,804 字） 
                                                  
1 古賀政治「債務管理回収の基礎知識 第２回」NBL839 号 66 頁以下（2006） 
2 村田利喜也「財産開示手続の積極的活用のすすめ」NBL823 号 4 頁以下（2005）など 
3 「財産開示手続をいかに機能させるか」金融法務事情 1689 号 57 頁（2003） 
4 他国の財産開示手続については、第 3 章 2 節参照。 
5 法制審議会担保・執行法制部会第 11 回会議 議事録 
6 中野貞一郎『民事執行法（増補新訂五版）』青林書院 801 頁 （2006） 
7 高橋利昌「財産開示手続の有用性と限界」金融・商事判例 1186 号 91 頁（2004） 
8 谷口園恵ほか「担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律の

解説」NBL775 号 44 頁以下（2003） 
9 法制審議会「担保・執行法制部会第 11 回会議 議事録」なお、同議事録については法務

省のHP（http://www.moj.go.jp/）に掲載されている。 
10 法制審議会「担保・執行法制部会第 2 回会議 議事録」 
11 松森宏 第 156 回衆議院法務委員会 平成 15 年 6 月 10 日 
12 内田武 第 156 回参議院法務委員会  平成 15 年 6 月 10 日 
13 米国における「補助手続」については、花村良一「米国民事事件における裁判所侮辱の

実情」NBL714 号 65 頁以下（2001）を参照した。 
14 ドイツにおける「開示保証」については、鈴木尚久「ドイツにおける財産開示制度」判

例タイムズ 1057 号４頁以下（2001）を参照した。 
15 韓国における「財産明示手続」については、金祥洙「強制執行と財産明示手続～韓国に

おける成果を中心に～」民商法雑誌 127 巻 1 号１頁以下（2002）を参照した。 
16 坂本寛「大阪地方裁判所における平成 15 年改正担保・執行法の検証と担保不動産収益執

行の一考察」判例タイムズ 1205 号 5 頁以下 
17 古賀政治「債務管理回収の基礎知識 第２回」NBL839 号 69 頁（2006） 
18 法制審議会「担保・執行法制部会第 16 回会議 議事録」 
19 法制審議会「担保・執行法制部会第 11 回会議 議事録」 
20 法制審議会「担保・執行法制部会第 11 回会議 議事録」 
21 第 156 回衆議院法務委員会（平成 15 年 06 月 10 日）「藤川忠弘発言」 
22 村田利喜也「財産開示手続の積極的活用のすすめ ＮＢＬ823 号 4 頁（2005） 
23 村田利喜也・前掲注（22）4 頁 
24 榎本光宏「財産開示手続の創設（権利実現の実効性確保のための諸方策）」銀行法務 21 
第 624 号 62 頁以下（2003） 
25 「財産開示手続をいかに機能させるか」金融法務事情 1689 号 57 頁（2003） 
26 「財産開示手続の実務１年」金融法務事情 1736 号 75 頁（2005） 
27 第 156 回参議院 法務委員会 （平成 15 年 07 月 24 日）「荒木清寛発言」 
28 浦部法穂『全訂 憲法学教室』p44 以下 
29 田島泰彦＝山野目章雄＝右崎正博『表現の自由とプライバシー』11 頁以下 
30 佐藤幸治『憲法（第三版）』青林書院 454 頁以下（1999） 
31 小池一利＝黒田豊「財産開示手続の運用実務 東京地裁・大阪地裁における運用イメー

ジ」金融法務事情 1696 号 11 頁以下（2004） 
32 小池＝黒田・前掲注（31）11 頁以下 

 - 20 -

http://www.moj.go.jp/

