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本書は、民事執行法に規定されている各種訴訟（以下、「執行関係訴訟」と

いいます）につき、その理論上および実務上の問題点について検討し、さら

に、実際の訴訟における処理のあり方などについて検討したものです。

民事執行法は、立法後も、わが国の経済状況の変化などに対応すべく、数

度にわたり法改正が行われ、また、実務運用も、時には立法を先導し、また

時には立法の趣旨を実現すべくさまざまな動きをみせました。そして、これ

と同じく、理論分野でも進展がみられ、中野貞一郎大阪大学名誉教授の『民

事執行法』（現在は下村正明関西大学教授との共著）をはじめとする優れた体

系書が出されるに至りました。しかし、なお未解決の問題点や課題は山積し

ており、これらについての研究の進展が望まれているといえます。特に、執

行関係訴訟は、民事執行法制定前から請求異議の訴えや第三者異議の訴えを

中心に、その法的性格などをめぐって活発に議論がされ、民事執行法も、こ

れらの議論も参考にしつつ立法されたものでしたが、現在においては、立法

化当初の頃に比べ、個別の論文で散発的に取り上げられることはあったもの

の、実務面も含めた全体的・横断的検討といった点では、必ずしも活発であ

ったとはいいがたいように思われます。

本書は、このような現状の中、近時の裁判例や実務運用の現状なども踏ま

えつつ、執行関係訴訟の理論や実務のあり方について、筆者なりの検討を加

えたものです。理論的には、執行関係訴訟を、権利救済訴訟と権利実現訴訟

の類型に分け、それぞれについて法的性質等を検討し、それとの関連や、民

事実体法あるいは民事訴訟法での研究成果も意識しながら、実体上あるいは

訴訟上の問題点を、できるだけ一貫性を保った形で検討したつもりです。そ

して、実務上の問題点については、主張立証責任の所在ないし分配を中心に、

判例および実務の現状を明らかにし、実務上の便宜という観点から書式やコ

ラム等も随所に入れましたが、前記理論的検討の成果を十分に意識しつつ、

それとの関連性をできるだけ明らかにし、単なる判例・実務の解説書にしな
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いよう努めました。そして、これらの検討の中で、未熟ではありますが、私

見を明らかにした点もあります。これについては、今後の議論の進展に少し

でも寄与できればと考えておりますので、読者の皆様から忌憚のないご意

見・ご批判等をいただければ幸いです。

本書は、今から３年前、筆者が裁判官を退官した直後に企画をいただき、

執筆を始めたものですが、その作業は困難を極めました。慣れない大学での

講義準備その他の業務に追われたということもありますが、執行関係訴訟に

関するこれまでの議論の蓄積に圧倒され、執筆を進めるたびにさまざまな疑

問点や問題点が続出し、それらについて一定の整理や区切りをつけていくの

に大変な労力を要したというのが最大の原因です。遅延の原因は、結局のと

ころ、筆者の研究能力不足という点に尽きるのですが、本書を一つの出発点

として、今後、よりよい成果を得られるよう、少しずつでも研究を進めてい

くことができればと考えております。

最後になりましたが、本書を刊行するにあたり、名城大学の柳沢雄二准教

授には、校正や索引等の作成のほか、内容について貴重なご意見をいただく

など、大変お世話になりました。本書の記述で思わぬ誤りを免れている点が

あるとすれば、それは一重に柳沢准教授のご尽力の賜です。そして、遅々と

して進まない原稿を、長期間にわたって辛抱強くお待ちいただき、当初の企

画段階から刊行に至るまで大変ご尽力いただいた民事法研究会の南伸太郎さ

んには、心より感謝申し上げます。

平成28年４月

内田 義厚

はしがき
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第１ 民事執行の意義・理念と執行関係訴訟

１ 民事執行の意義

民事執行法にいう「民事執行」とは、強制執行、担保権実行、換価のため

の競売および財産開示手続の総称であるが（同法１条）、本書では強制執行

および担保権実行の二つが中心になる。

強制執行とは、私法上の給付請求権の債務者（義務履行者）となっている

者が、その債務を任意に履行しない場合に、当該給付請求権の債権者が、債

務名義に基づいて国家権力（執行機関）に強制力の発動を求め、これに対し

て国家権力（執行機関）が法定の強制手段を用いて当該給付請求権の内容を

実現することをいう。私法上の権利義務関係の存否または内容等に紛争が生

じた場合、自力救済禁止原則の下、民事訴訟等の手続により上記権利義務関

係の存否および内容が確定されるが、それに従わない者に対してその内容を

実現するためには、同じく自力救済禁止原則の下、国家権力による強制的な

実現手続が必要になる。強制執行は、民事訴訟等の手続によって確定された

権利、特にその中でも給付請求権について、国家の手によって強制的に実現

することを目的として設けられているものである。

一方、担保権実行とは、抵当権、質権、先取特権等の担保権に基づき、か

かる担保権が設定されている財産を競売その他の手段によって強制的に換価

し、その代価を配当することで被担保債権の満足を図る手続である。担保権

実行は、債務名義が不要であることなど、その開始要件等において強制執行

と相違点がみられるものの、国家による強制手段を用いて金銭債権の強制的

満足を図るという点では共通点があることから、その手続は原則として強制

執行に関する規定を準用している（民執法188条）。

執行関係訴訟は、後述のとおり担保権実行および換価のための競売でも適

用になるものがあるが（第三者異議の訴え）、主として強制執行の領域で適用

される。
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２ 民事執行の理念──特に執行関係訴訟との関係において

⑴ 迅速かつ実効的な権利実現

民事執行は、後述する債務名義に表示された給付請求権や、抵当権等の担

保権によって担保された被担保債権の実現・満足を図るための手続であるか

ら、迅速性と実効性を有する手続でなくてはならない。実体法上の権利がど

れだけの実質的価値を有するかは、それが迅速な形で実現することを抜きに

は評価し得ないものといえるから（権利があっても、その実現に過大な時間や

手間がかかるとすれば、権利の実質的価値はその分減少することになる）、その実

現のための手続に迅速性が要求されるのはある意味当然といえる。また、実

体法上の権利がどこまで完全な満足を得られるかという実効性の問題は、実

体法を基礎とする社会の財貨取引に大きな影響を及ぼし、これまた権利の実

質的価値に大きな影響を及ぼすことになる。民事執行手続は、かかる実体法

上の権利の実質的価値を可能な限り損なうことなく実現するために、迅速か

つ実効性のある手続であることが要請される。判決手続と執行手続（裁判機

関と執行機関）が制度上分離され、執行機関は、執行の基礎となる請求権の

存在については、債務名義や法定文書による形式的審査を行うにとどめ、請

求権の実現のための行為（差押えや売却、配当等の具体的執行行為）に専念す

る形になっていること、執行機関を執行裁判所と執行官および裁判所書記官

とに分け、それぞれにふさわしい役割を与えて機動的で迅速な権利実現のし

くみをとっていることも、かかる迅速性や実効性の確保の現れにほかならな

いといえる。

⑵ 実体的正当性と手続の適正

しかし、かかる迅速性や実効性の確保は、民事執行手続が実体的正当性を

有し、さらにその手続が適正・適法に行われるべきことが大前提となること

はいうまでもない。現実の執行の場面において、実体的正当性を欠く執行

（実体法上の権利がないままにされる執行）や、適正・適法な手続が履践されて

いない執行（違法な手続による執行）が行われた、あるいは行われるおそれ
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があるとすれば、かかる執行による債務者や第三者に対する権利侵害状態を

速やかに解消したり予防したりする必要があるのは当然である。

⑶ 民事執行の理念と執行関係訴訟の関係

このように、民事執行は、実体法上の権利を迅速かつ実効性ある形で実現

することを本旨とするものであるが、他方において違法執行や不当執行を防

止したり、そのような執行に基づく債務者や第三者を救済したりすることも

重要になる。執行関係訴訟も、このような二つの理念に対応して、違法執行

や不当執行からの救済を目的とする訴訟制度（以下、「権利救済訴訟」という）

と、債権者の権利実現を助力する訴訟制度（以下、「権利実現訴訟」という）

に大別することができる。そして、前者のうち訴訟制度が利用されるのは、

不当執行に対する救済を目的とする場合である。そして、これらの訴訟は、

債務名義作成機関と執行機関の分離ということから、挙げて訴訟裁判所の領

域ということになる。

第２ 執行関係訴訟の類型

１ 不当執行に対する救済を目的とする訴訟（権利救済訴訟）

実体的正当性を欠く執行に対処するため、債務者については請求異議の訴

え（民執法35条）、執行文付与に対する異議の申立ておよび異議の訴え（同法

32条・34条）を規定し、第三者については第三者異議の訴え（同法38条）を

規定している。また、配当手続における各債権者の債権または配当額に不服

がある場合の救済として、配当異議の訴え（同法90条）が規定されている。

⑴ 請求異議の訴え

裁判による債務名義については、その債務名義に表示された給付請求権の

不存在を確定するとともに、当該債務名義に基づく強制執行が許されないこ

とを執行裁判所に対して宣言することを目的とする訴えであり、裁判以外の

債務名義については、給付請求権の不存在のみならず、その成立過程につい

ての瑕疵も確定することで、当該債務名義に基づく強制執行が許されないこ
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とを執行裁判所に対して宣言することを目的とする訴えである（第２章第１

節参照）。

⑵ 執行文付与に対する異議の訴え

特殊執行文（条件成就執行文または承継執行文）の付与の要件が存在しない

場合であるにもかかわらず、特殊執行文が付与された（あるいは付与されよ

うとしている）場合に、債務者が執行文の排除を求めることを目的とする訴

えである（第２章第２節参照）。

⑶ 第三者異議の訴え

第三者が、他人間の執行の目的となった特定の財産について、自己の有す

る権利ないし法的地位を主張し、執行の排除を求めることを目的とする訴え

である（第２章第３節参照）。請求異議訴訟や執行文付与に対する異議訴訟が、

特定の債務名義について執行力または執行文の排除を求めるものであるのに

対し、第三者異議訴訟は、特定の目的財産に対する執行を排除するという点

に相違点がある。

⑷ 配当異議の訴え

執行手続が進行して配当に至った場合、配当表に基づいて配当手続が実施

されるが、配当表に記載された各債権者の債権または配当の額について不服

のある債権者または債務者は、配当期日における配当異議の申出（民執法89

条）を経て、配当異議訴訟を提起することができる（第２章第４節参照）。

なお、配当異議の訴えは、あるべき配当を実現する訴えという意味におい

ては、権利救済訴訟の側面と権利実現訴訟の側面をあわせもつ訴えというこ

とができる。

２ 債権者の権利実現を助力する訴訟（権利実現訴訟）

⑴ 執行判決を求める訴え

外国裁判所による確定判決（外国判決）のうち、一定の要件を具備するも

のについては、わが国においても効力が認められるが（民訴法118条）、外国

判決の内容をわが国において強制的に実現するには、わが国の訴訟裁判所が、

第２ 執行関係訴訟の類型
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通常の民事訴訟手続において、外国判決の承認のための要件を具備している

かどうかを審理判断して確定する必要がある。この審理判断のために民事執

行法上認められている訴えが、執行判決を求める訴えである（第３章第１節

参照）。

⑵ 執行文付与の訴え

債務名義は強制執行の根拠となりうるものであるが、これに基づいて強制

執行を行う場合には、一定の債務名義を除いて、執行文の付与を受けること

が必要である。執行文は、債権者の申立てに基づき、執行文付与機関（裁判

所書記官または公証人）が付与するが、このうち特殊執行文については、か

かる執行文付与機関による付与（簡易付与）のほか、かかる簡易付与がなし

得ない場合（付与を実体的に認めるに足りる証明文書がない場合等）は、訴訟手

続による主張および証明によることができる。これが執行文付与の訴えであ

る（第３章第２節参照）。

⑶ 取立訴訟

金銭債権を差し押さえた債権者は、取立権（民執法155条１項）を行使して、

第三債務者から弁済を受けることができるが、第三債務者が弁済をしない場

合は、債権者が原告となって、第三債務者を被告として、差し押さえた金銭

債権につき、自己への支払いまたは供託を求める訴えを提起することができ

る。このような訴訟を取立訴訟という（第３章第３節参照）。

第３ 民事執行手続の流れと執行関係訴訟

１ 総 論

民事執行のうち、強制執行は、執行力ある債務名義に基づき、金銭執行の

場合は、債務者の責任財産を差し押さえ、これを適宜の方法で換価して満足

を得るというのが大まかな流れであり、金銭債権以外の権利の執行の場合は、

債務者に対して各種の執行方法（直接強制、間接強制、代替執行、意思表示擬

制）によりその実現を図るというのが大まかな流れとなる。このような強制

第１章 総 論
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執行手続の流れの中に執行関係訴訟を位置づけるとすれば、まず執行力ある

債務名義の成立についての訴訟が考えられ、ここに位置づけられるものとし

ては、権利救済訴訟である請求異議の訴えおよび執行文付与に対する異議の

訴え、権利実現訴訟である執行判決を求める訴えおよび執行文付与の訴えが

ある。次に、強制執行の目的財産である責任財産の認定に争いがある場合の

訴訟として位置づけられるのは権利救済訴訟である第三者異議の訴えである。

さらに、目的財産の換価段階、特に債権の差押えがされた後の取立てのため

に認められるのが、権利実現訴訟である取立訴訟である。そして、権利実現

の最終段階において、配当受領権または配当額について是正を求め、さらに

あるべき配当を実現して実体的権利の満足を求めるものとして、配当異議の

訴えがあるということになる。

以下では、それぞれの訴えについて、債務名義、執行文および責任財産と

いった民事執行制度の根幹を形成する制度と執行関係訴訟との関係を検討し、

さらに担保権実行等と執行関係訴訟との関係についても最後に言及する。

２ 債務名義・執行文と執行関係訴訟

⑴ 権利救済訴訟との関係

債務名義は、強制執行によって実現されるべき給付請求権の存在と内容と

を明らかにし、それを基本として強制執行することを法律が認めた一定の格

式を有する文書である
1

。強制執行は、かかる債務名義に表示されている給付

請求権の実現に向けて行われるものであるから、給付請求権が存在しない、

あるいは事後的に消滅した場合は、債務名義による強制執行に実体的正当性

はないということになる。しかし、債務名義が存在する状態では、外形上依

然としてかかる実体法上の給付請求権が存続していることになるから、債務

者としては、これが存在しない、または消滅したことを証する文書（反対名

義）を提出して執行手続の停止または取消しを求めることが必要になる。か

第３ 民事執行手続の流れと執行関係訴訟
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かる反対名義作出のための訴えが、請求異議の訴えである。

また、債務名義上に給付請求権が表示されていたとしても、これが強制執

行によって実現しうるものであることの公証がされていなければ、執行機関

は強制執行を行うことができない。かかる公証の機能を有するのが執行文で

あるが
2

、特に特殊執行文（条件成就執行文および承継執行文）については、そ

の要件充足について債務者に争わせる機会を付与する必要性が高いといえる

し、また、この点について既判力をもって確定することが必要と考えられる

場合には、異議の申立てのみではなく、訴えによる解決が必要かつ相当とい

える。このようなことから認められているのが、執行文付与に対する異議の

訴えである。

⑵ 権利実現訴訟との関係

前述のとおり、強制執行は、債務名義に表示されている給付請求権の実現

のために行われるものであるから、当該権利実現の基礎となる債務名義が存

在することが大前提となる。しかし、外国裁判所の確定判決がわが国におい

て債務名義となるためには、承認要件（民訴法118条）を具備することが必要

になる。そこで、かかる承認要件を満たすか否かを審査判断する手続が必要

になるが、これが執行判決を求める訴えであり、これはわが国での権利実現

の基礎条件の存否や内容を確定することを目的とする訴えといえる
3

。

また、執行文については、単純執行文も特殊執行文も、要件充足を証する

文書がある限り、付与機関（裁判所書記官または公証人）によって付与される

ことになるが（実務上、簡易付与といわれる）、特殊執行文について、その要

第１章 総 論
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2 もっとも、法律で「執行力のある債務名義と同一の効力を有する」ものと規定され

ている債務名義については、原則として執行文は不要であると解されている。民事訴

訟等の手続での国庫立替費用、猶予費用の取立てについての決定（民訴費15条〜17

条）、金銭の支払い、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずる審判（家事

法75条）、過料の裁判についての裁判官または検察官の執行命令（民訴法189条、民調

法36条１項、家事法291条、非訟法121条１項）、罰金等の裁判についての検察官の執

行命令（刑訴法490条）などがこれに該当する（上原ほか60頁）。

3 外国判決と執行判決が一体となって一つの債務名義となる点に特徴がある。



件充足が文書によって証明できない場合や、執行文付与要件について既判力

ある判断を得ておく必要がある場合などは、訴えによる解決を認める必要が

あるといえる。このようなことから認められているのが執行文付与の訴えで

あり、執行文付与について簡易付与以外の手段を認めて債権者の権利実現の

途を開き、強制執行による権利実現の前提を多様化し充実させるという点に

意義ないし趣旨があるといえる。

３ 責任財産と執行関係訴訟

強制執行における目的となる財産（債権者の引当てとなる財産）を責任財産

という。物の引渡・明渡請求権の強制執行においては、責任財産は債務名義

に明示されているが、金銭執行においては、責任財産は債務者に属するすべ

ての財産ということになり、そのうちどの財産を差し押さえるかは、債権者

がその申立てにおいて特定しなければならない（例外：動産執行）。そして、

執行機関は、債権者が特定した財産について、それが債務者の責任財産に属

するかを調査することになるが、迅速な権利実現という観点から、責任財産

に属するとの一応の外観があれば強制執行が開始されることになる（外観主

義）。これに対し、外観が存在するにもかかわらず債務者以外の第三者の財

産であるといった場合には、当該第三者の権利が害されることになるから、

かかる強制執行を阻止または取り消す必要がある。そのために認められてい

るのが第三者異議の訴えである。第三者異議の訴えは、第三者の当該財産に

対する権利を強制執行から保護し、執行機関に対して執行の許否を伝達する

という意味で権利救済訴訟としての役割を有するが、当該財産の観点からは、

その責任財産性に関する争いを既判力をもって確定するという点にも意義な

いし趣旨があるといえる。

４ 担保権実行等と執行関係訴訟

担保権実行は、強制執行とは異なり、債務名義によって行われるものでは

ないから、債務名義および執行文に関する訴えは認められない。しかし、第

第３ 民事執行手続の流れと執行関係訴訟
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三者異議の訴えについては、執行によって第三者の権利が害されるという可

能性があることでは強制執行と共通の要素があるから、担保権実行の場合で

も準用されている（民執法194条）。また、換価のための競売（形式的競売）に

おいても、執行によって第三者の権利が害される可能性があることから、第

三者異議の訴えが認められる（同法195条）。

第１章 総 論
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